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はじめに
素晴らしき公式D&Dプログラム、ダンジョンズ&ドラゴンズ・エ
ンカウンターズTMへようこそ。このアドベンチャーは、君の地元の
ウィザーズ・プレイ・ネットワーク（WPN：Wizards Play Network）
の拠点で、1週間に1度、1遭遇のセッションをプレイするようにデ
ザインされたシーズン制のミニ・キャンペーンだ。毎週、プレイヤー
たちは自分のキャラクターについてゲーム内の報酬を得る上、さら
に “名声ポイント” も獲得する。このポイントを貯めるとD&Dエンカ
ウンターズのこれ以降のシーズンで使用できる、このプログラム限
定の特別なD&Dフォーチュン・カード（D&D Fortune Card）を獲得で
きる。

プレイの準備
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：

F 『冒険の背景』と『冒険の概要』のセクションに目を通し、物語の
大まかな流れをつかむ。
（P.7）および『集い来る影』
（P.10）
F 『セッション1：年寄りフクロウ亭』
を読む。このアドベンチャーを別の箇所から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：

F 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。

F 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、そして名声ポイントを記録する。

F 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DCI/RPGAナンバーと共にプレイヤー全
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がDCI/RPGAナンバーを持っていない場合は、オーガナイザーに

セッション中：

F 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。

F 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（P.2コラム参照）。
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最初のセッションの終了時に：

F 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

プレイヤーがキャラクターを持ってこなかった場合、あるいは
キャラクターの作成を希望しない場合には、キットに含まれる作成
済みキャラクターを使用すること。
セッションが1回終了するごとに、プレイヤーそれぞれに経験点、

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

宝物、そして名声ポイントを与える。彼らはそれらの情報をD&Dエ

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

ンカウンターズ・プレイ記録用紙に記録し、君は各プレイヤーが獲

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

得した名声ポイントをオーガナイザーに報告する。
キャラクターの変更：プレイヤーはD&Dエンカウンターズのシー

こと。

F 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

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

のDCI/RPGAナンバー、および氏名、そしてプレイの日付を確実

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

に記載すること。

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

F 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会場の名声ポイント記録用
紙（Renown Point Tracker）に必要事項を記載し、もしプレイヤー

クターが持っていた宝物やアイテム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、

の誰かがD&Dエンカウンターズ・カードを獲得したのであれば

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

それを君に告げる。

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

F 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。

持ってくることもできるし、全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

F このイベントを開催するために君が費やした時間に対する特別

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

な報酬を受け取る。この報酬に関する詳細は、君のオーガナイ

用することはできる。ただしそのキャラクターは、回復力使用回数

ザーに確認のこと。

はゼロ、ヒット・ポイントは重傷値に等しいという状況で次セッショ
ンを開始する。

各章の最後のセッションの終了時に：

F 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。

キャラクター作成

“8セッション以上死なずに生き延びる” ことによる名声ポイント
が得られ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。

成長
各遭遇の『報酬』の項には、キャラクターたちが獲得する経験点の

プレイヤーたちは各セッションに自分のキャラクターを持ってこ

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

なくてはならない。初めて参加するプレイヤーは、『ヒーローズ・オ

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

ヴ・ザ・フォールン・ランズ 墜ちた地の勇者』
、
『ヒーローズ・オヴ・ザ・

いる。キャラクターやプレイヤーの人数が何人であろうと、1人の

フォーゴトン・キングダムズ 忘れられた王国の勇者』
、もしくは『プレイ

キャラクターが受け取る経験点の量は同じである。各セッションの

ヤーズ・オプション：影の勇者』の各種ルールブックを使用して作成

終了時に規定どおりの経験点を与えること。

した1レベルのキャラクターを持ってくること。また、現行のDragon
誌にて上記の製品をサポートしているルールも使用してよい。

マイルストーン：キャラクターが大休憩を取ることなく2遭遇を完
遂すると、そのキャラクターは1回のマイルストーンに達し、アク
ション・ポイント1点を獲得する。

遭遇を調整する
このアドベンチャーの第1章は “5名の1レベル・キャラクターおよ
びD&Dに馴染んだプレイヤー”から成る“通常の”パーティを想定して
いる。同様に、第2章は1〜2レベルのキャラクターを、第3章は2〜3
レベルのキャラクターを想定している。君の卓のパーティをこの想定
と比較し、以下のガイドラインを使用すること。
“弱い”パーティ：君の卓にいるのが弱いパーティ—キャラクター
が4名しかいない、もしくは、ほとんどまたはすべてのプレイヤーが
D&D初心者である等—の場合。もし君のパーティが弱いのであ
れば、遭遇からもっともレベルの低い、もしくはもっとも重要性の低
い、雑魚でないモンスター1体を取り除くこと。
“強い”パーティ：君の卓にいるのが強いパーティ—キャラクター
が6名いる、もしくは、ほとんどまたはすべてのプレイヤーがD&D4版
を遊び込んでおり、もっと歯ごたえのあるものを求めている等—の
場合。もし君のパーティが強いのであれば、遭遇中もっとも単純な
雑魚でないモンスターで、そのレベルが遭遇レベルと最も近いもの1
体を増やすこと。

2

レベルアップ：キャラクターは大休憩を取らなくてもレベルアッ
プすることができる。D&Dエンカウンターズは、プレイヤーに1〜3
レベルのキャラクターを体験してもらうために、通常のルールより
も多く経験点を与えるように作られている。

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。なお、このアドベン
チャーに登場する魔法のアイテムはすべて、
『ヒーローズ・オヴ・ザ・
フォールン・ランズ』または『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・
キングダムズ』に収録されている（訳注：すべてのアイテムは『プレ
イヤーズ・ハンドブック』または『冒険者の宝物庫』にも収録されて
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

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

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

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

れのカードには、そのカードがどのような利益を与えるかに関する

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

詳細が記載されている。

はじめに

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
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

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

君はDMとして、各セッションの終了時に経験点や宝物と同様に名

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

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、

クターが2名以上いる場合、d20をロールして最も高い目を出したプ

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、

レイヤーが新しいアイテムを受け取る。

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

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

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

中に欲しがる者が誰もいなかった場合、そのパーティは『ルールズ・

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

コンペンディウム』記載のルールに基づいて、そのセッションの終了

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

時にそのアイテムを売却することができる。売却益はパーティのメ

の値は下表の通りである。

ンバーの間で均一に分配すること。
訳注：HJのサイト（http://hobbyjapan.co.jp/dd/errata/update_add.

名声ポイントの獲得

html）にはコモンアイテムの一覧がある。これらのアイテムは売価

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
名場面
1 ／章
2
瀕死状態の味方の冒険者を生き返らせる
1 ／章
2
1 回のヒットで 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 体以上の雑魚を殺す
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
死亡することなく8 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。

が元値の1/5である。
これ以外のアイテムはアンコモンとなり、売価は元値の半額となる。
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。

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
が以前の遭遇で武器庫を守ることを選び、他の2人は別の選択肢
（レミィの追跡）
を選んでいた場合、その回のセッションにおいては武
器庫は守られたものとして扱う。

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D&Dフォーチュン・
カードという形での報酬を獲得する。

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：これはDMの判断もしくはパーティ内での投票により、そ
のセッションでのプレイにおいて何か独創的な、あるいは勇敢な、も
しくは単に格好良いことをしたプレイヤーに与えられる、各卓の裁
量に任された“賞”である。

フォーチュン・カード
D&Dフォーチュン・カードは、危険と魔法に満ちたファンタジー
世界での冒険がいかに混沌とし、予期せぬ出来事が起こるものであ
るかを演出するための、ゲームプレイの新たなサポート手段である。
プレイヤーはセッション開始時に、自分のフォーチュン・カードの
デッキの中からカードを引き、ゲーム中の適切なタイミングでその
カードの利益を “起動” する。それぞれのカードは攻撃や防御を強化
したり、あるいはそれ以外の利益をプレイヤー・キャラクターに提
供したりする効果を有する。フォーチュン・カードについては今後
のエンカウンターズのシーズンでよりいっそう重要なものとなって
いく—プレイヤーへの報酬として、エンカウンターズでしか手に
入らない特別なフォーチュン・カードが与えられるからだ。D&Dエ
ンカウンターズを遊ぶためにフォーチュン・カードを購入しなけれ
ばならないというわけではないが、これらのカードがあればゲーム
はいっそう面白いものになるだろうと我々は考えている。
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フォーチュン・カードはそれぞれ異なったレベルやレアリティ（コ
モン、アンコモン、レア）を持つ8枚のカードから成るブースター・

冒険の背景

パックとして売り出され、ゲームの興奮をよりいっそう大きなもの

このアドベンチャーは3人の魔術師の物語である：影の力を我が

とする。プレイヤーはセッションに参加する直前にパックを開封し

物にしようともくろむ野心家のナセイレ；デュポンデの墓所に埋葬

てもいいし、あらかじめ構築したデッキを持ってセッションに参加

されたことになっている悪名高きエヴァード；そしてかつてはエ

するのでもいい。このサポートの恩恵をしっかり受けたいと考える

ヴァードのライバルであったヴォンタリン。プレイヤー・キャラク

向きには、セッション毎にブースター・パックを2つ購入するか、あ

ターたちは夜更けのデュポンデの町にやって来た旅人である。もう

るいはフォーチュン・カード・ルール（ルールはブースター・パッ

一組の旅人であるナセイレとその従者は、エヴァードがデュポンデ

ク内に同封されており、また、www.DungeonsandDragons.comでも

に埋葬されたという噂を追ってこの町を訪れる。彼は儀式によって

閲覧可能）に従って構築したデッキを持参することを推奨する。今

エヴァードの魂を魔法のオーブに閉じ込めることで、エヴァードの

シーズンのD&Dエンカウンターズで購入し、使用できるセットは

影魔法の力を手に入れることができるだろうと考えている。

Shadow Over Nentir ValeTMである。

ナセイレにとっては不運なことに、“エヴァードの墓” に埋葬され

D&Dエンカウンターズ・カード：これまでのシーズンで報酬として

ているのはエヴァードではない。50年ほど前、エヴァードは決闘に

与えられたD&Dエンカウンターズ・カードは、フォーチュン・カー

おいてヴォンタリンを殺害した。その際、他の敵たちに自分の足取

ドと同等の利益を提供する。今シーズンでは、プレイヤーは各セッ

りを掴ませないようにする良い機会だと気づいたエヴァードは、死

ションにおいて、D&Dエンカウンターズ・カード1枚、もしくはフォー

んだのはヴォンタリンでなくエヴァードの方だと、恐れおののく住

チュン・カードのデッキ1組を使用する事ができる。同一セッショ

民たちに思い込ませた。ヴォンタリンの死体がエヴァード名義の墓

ンにおいてエンカウンターズ・カードとフォーチュン・カードの両

碑の下に葬られるよう取り計らった後、エヴァードは自分の墓に影

方を使用することはできない。

の魔法による防護陣を張った。そしてこの影魔法の達人はデュポン
デを立ち去っていった。それから長いあいだ二人の魔術師のどちら

名声の報酬

も二度と目撃されなかったので、ヴォンタリンはエヴァードを倒し

20点のRPを獲得したプレイヤーは、cunning plan（賢い計画）とい
う名の1枚目のD&Dフォーチュン・カードを獲得する。40点のRPに
対しては、lack of scruples（躊躇無し）、60点のRPに対してはcountering fate（宿命に抗え）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。

た後この町から去ったのだと、町の住民たちは信じるようになった。

冒険の概要
『エヴァードが残した影』は13回のセッションから構成されてい
る。その概要を以下に示す。
セッション1：長旅に疲れ果てた冒険者たちは、夜更けにデュポン
デの町へとたどり着く。同じ道を来た旅行者は幾人かおり、そのう
ちの一人である魔術師ナセイレはエヴァードの伝説を物語る。その
夜遅く、デュポンデとその周辺は突然シャドウフェルに転移してし

絶望デッキ
The Shadowfell:Gloomwrought and BeyondTM（シャドウフェ
ルを扱う未訳サプリメント）
には、DMが自分のゲームを強化するため
の新たな素材が追加されている。Despair Deck（絶望デッキ）
はシャ
ドウフェルを訪れるかそこで暮らす者たちが見せる奇妙な振る舞いや
精神的症状を表すものである。このデッキにはHopeless（意気消
沈）、Paranoid（被害妄想）、Forgetful（もの忘れ）
などといった30
枚のカードが含まれている。それぞれのカードはキャラクターに一時
的な不利益をもたらすが、それを克服すれば何らかの利益が得られ
るようになっている。『エヴァードが残した影』における重要な局面の
いくつかにおいて、プレイヤーたちはこのデッキからカードを引くこと
を勧められる。そのセッションの終了時にプレイヤーがまだこのデッ
キのカードを持っていた場合、DMはカードの効果をD&Dエンカウン
ターズ・プレイ記録用紙に記録させ、カードはDMの元に返してもら
うこと。そのプレイヤーは将来のセッションにおいてそのカードの効
果を克服することができるかもしれない。

まい、キャラクターたちは飛び起きることになる。ガーゴイルたち
が生き物の気配を感じて宿屋に侵入し、襲い掛かってくる。
セッション2：冒険者たちは町を探索し、現時点でのデュポンデが
位置しているのは自然世界ではないことに気づく。また、ナセイレ
の従者であるレミィが町から逃げ出したこと、町の武器庫周辺に影
の化け物どもが徘徊していることを知らされる。キャラクターたち
は決断を迫られる：レミィを追いかけるか、武器庫を奪還して衛兵
たちに装備を整えさせるか。
セッション3：キャラクターたちはセッション2で行なった選択の
続きを行なう。レミィの追跡を選んでいた場合、町外れの林の中で
目標に追いつくことになる。彼らはそこでナセイレの日記を発見す
る（これはこのアドベンチャーの後の方で役に立つことになる）。町
に残ってモンスターと戦うことを選んでいた場合、デュポンデの町
の中でスパイダーおよびシャドウと戦うことになる。
セッション4：キャラクターたちがセッション2と3でどちらの選択
肢を選んだにせよ、今や問題の根源がエヴァードの墓であることは
明白である。キャラクターたちは疲れ知らずのアンデッドの群と戦
いながら、デュポンデの墓所への道を切り開くことになる。エヴァー
ドの墓の入り口は開いているが、遺骨は棺の中に収められたままで
あり、ナセイレの痕跡も見当たらない。
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説明によると、デュポンデは強力な呪いの下にあるのだという。また、
エヴァードの墓に埋葬されているのはエヴァードではなく、その敵
であったヴォンタリンであることも教えてくれる。キャラクターた
ちがヴォンタリンの魂をなだめない限り、デュポンデの町とその住
民たちはシャドウフェルの力に飲み込まれてしまうだろう。そして
グリヴェルダの元を訪問中のキャラクターたちは狼の群に襲われる。
セッション6：冒険者たちはマザー・グリヴェルダの助言に従い、
ナセイレが何をしようとしていたのかを調べるために、放棄されて
久しいヴォンタリンの邸宅へと向かう。だがこの廃墟にはティーフ
リングの一団が住み着いており、いかなる侵入者も歓迎されないの
であった。
セッション7：キャラクターたちはヴォンタリン邸の探索を続け、
そこに巣食う者たちと戦う。その結果分かるのは、かつてナセイレ
もこの場所に来たが、何も発見できなかったということだ。
セッション8：日没になり、デュポンデは再び影の世界に囚われて
モンスターどもに脅かされるようになる。冒険者たちはナセイレに
関する調査をひとまず中断し、再び町を守るために戦わなければな
らない。彼らは自分たちが最も役に立てるのはどの場所か判断しな
ければならない。
セッション9：ナセイレの肉体に憑依し続けているヴォンタリンの
亡霊は、デュポンデの住民たちを排除しようと決意する。彼はアン
デッドの大群を作り上げ、町に差し向ける。キャラクターたちは骸
骨軍団から町を護りきらなければならない。
セッション10：スケルトンの襲撃が、ナセイレの所在を突き止め
る手がかりとなる。このアンデッドたちは廃墟と化した聖アヴァー
シル修道院の墓所から出現していたのだ。冒険者たちは修道院の墓
地を訪れ、ナセイレの配下たちと戦うことになる。
セッション11：キャラクターたちは聖アヴァーシル修道院の探索
を続け、またもやナセイレの手下と戦う。冒険者たちは、ヴォンタリ
ンが行方不明になった後、ここの修道士たちが彼の邸宅からいくつ
かの物品を持ち去っていたことに気づくかもしれない。
セッション12：修道院の探索も終わりに近づき、キャラクターた
ちは図書室でナセイレを追い詰める。ナセイレおよび彼に仕えるク
リーチャーどもと戦い、ついにナセイレを倒した時、憎しみに燃える
ヴォンタリンの魂はナセイレが持っていた紫色のオーブの中に吸い
込まれていく。だが、町を捕える呪いは未だ晴れない。
セッション13：ヴォンタリンの魂を彼の肉体が埋葬されている場
所以外で解放すると、その魂は自由に徘徊する亡霊となり、呪いは永
久に解除できなくなってしまう。冒険者たちがオーブを砕くと、ヴォ
ンタリンの亡霊が現われ、大人しく眠りに着くことを拒んで猛烈に
襲い掛かってくる。この亡霊を倒すと、ナセイレの儀式は打ち消され、
ヴォンタリンはようやく安らぎを得る。そしてデュポンデの町はこ

デュポンデ
デュポンデは白川のほとりに位置する人口1,000人ほどの町であ
る。崩れかけた外壁内部の土地の大部分は百年前から放棄された

はじめに

セッション5：キャラクターたちのところにヴィスタニの少年が
やって来て、見者マザー・グリヴェルダの家へと案内する。彼女の

ままであり、町の南半分は特に荒れはてている。放置された住宅街
のそこかしこに下生えと樹木が生い茂っている。
1）壁、門、道：デュポンデの町は自然石を組んで作った高さ12
フィート
（約3.7m）
の防壁に囲まれており、壁の内側には老朽化した
木製の足場が組まれていて、守備兵が壁ごしに矢を射ち下ろせるよ
うになっている。壁の状態はひどいもので、あちこちに裂け目ができ
ている。ふだん衛兵が守っているのは3箇所の門のみである。
町の北、南、西の方向に街道が伸びている。東の川には2箇所、
太古の橋がかかっており、どちらも“王の道”に通じていたのだが、最
近の洪水で両方とも流されてしまった。
いくつかの建造物—ヴィスタニの農場、ヴォンタリン邸の廃墟、
古い修道院など—がデュポンデから数時間の場所に位置してい
る。
2）年寄りフクロウ亭：年寄りフクロウ亭は北門の近くにある、広
い中庭を備えた宿屋である。キャラクターたちはこのアドベンチャー
の間、ここに泊まる事になる。経営者の名はティルダといい、数名の
料理人、バーテンダー、馬屋番が働いている。
3）平和の礼拝堂：“平和の礼拝堂” は年寄りフクロウ亭からそれ
ほど遠くない場所にある。ブラザー・ゼランと2人の弟子が、この荒
れ果てた寺院を管理している。太っちょゼラン爺さんは頑固でガミガ
ミ屋のペイロア信徒だが、見かけよりはずっと知恵深い。
4）何でも屋：年寄りフクロウ亭の前の通りを南に下って行くと、町
の広場の近くに “何でも屋” がある。この店の主はクルーガンと言う
名の無愛想なドワーフだ。この店では標準的な冒険用具に加えて、
“コモン”の魔法のアイテムも取り扱っている。つい先日、彼の店に品
物を運んでくるはずのキャラバンがティーフリングの一団に襲われた
ため、最近の彼はきわめて機嫌が悪い。
5）広場：普段この広場は、デュポンデの住民たちが集会を開く
際に使われている。
6）町の武器庫：広場の近くには町の武器庫があり、その脇を何
本かの送水路が走っている。保安官のグリムボルドの事務所もここ
にある。
7）墓地：町の西北部には大規模な墓所がある。エヴァードの墓
はこの中にある。
8）領主の館：町の中心部の丘のてっぺんにある大きな邸宅は、
デュポンデの世襲領主であるレディ・セリス・アーノードの屋敷である。
レディ・アーノードは60歳前後の柔らかな物腰のヒューマンの女性
であり、4名の警備員と数名の使用人および書記官を雇っている。
彼女はデュポンデの衛兵隊に命令を下す立場にあるが、レディ・アー
ノードは町の防衛をグリムボルドに一任している。

の世界に戻り、二度とシャドウフェルに囚われることはない。
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Mike Schley

暖めたリンゴ酒を飲み終えた衛兵が女将に声をかけます。「こい
つぁどうも、そろそろ帰った方がよさそうだなあ」

『エヴァードが残した影』の開始時において、各キャラクターの
ヒット・ポイントと回復力は最大値であり、1アクション・ポイン

「気をつけなよ、グリムボルドさん」と女将は返事します。「うちも
今日は早めに店じまいするつもりさ。まっとうな人間はこんな晩に

トを有している。

出歩くもんじゃないからね」

セッション1：
年寄りフクロウ亭

い ？」

セッション1

第1章

「んん ？」そこへドワーフの一人が尋ねます。「そりゃまた何でだ

アドベンチャーが始まった時点で、キャラクターたちはデュポン
デの町の年寄りフクロウ亭の食堂兼酒場にいる。この町は白川のほ
とりに位置しており、南に向かえばハーケンウォルドまで数日の場
所である。冒険者たちはフォールクレストからサーセルまで手紙を
届けるという仕事の途中であり、デュポンデには旅の途中でたまた
ま立ち寄った。以下の文章を読み上げること。
冷たい雨の中を丸一日歩き続けてくたびれ果てた皆さんは、デュ

「こういう夜には幽霊たちがそこらをうろついとるのさ」と答えた
のは衛兵の方。
そこで学者風の男性が顔を上げて「その中にはエヴァードの幽霊
もいるのかね ？」と問いかけました。
「そういう噂もあるな」グリムボルドという名の衛兵は答えます。
「そういうことに関しちゃ、あんたの方が詳しそうに見えるが」
「ちょっと、お二人さんとも ！」女将が声を張り上げて「そんな名前
は口に出すもんじゃないよ」
グリムボルドはしばし口をつぐむが、その場を立ち去る前にキャ
ラクターたちとも話をしようとする。

ポンデ町の宿屋、年寄りフクロウ亭の暖炉で体を温めているところ
です。皆さんはフォールクレストの守護卿であるマーケルヘイ卿の
書簡を南方の都市サーセルまで届けるために、一週間にわたって“王

キャラクター・プロフィール：グリムボルド
デュポンデの保安官を務めるグリムボルドは、町の治安担当者で

の道”を旅しています。
デュポンデの町に到着した皆さんは、最近ネンティア川が増水し
た際にこの町の橋が2つとも流されてしまっていることを知らされ
ました。つまり、石工が橋を修繕し終わるまで、何日かこの町に留ま
らざるを得ないということです。

あり、衛兵隊の隊長でもある。平時の彼は、数人の門番を指揮監督
する夜警と武器庫の鍵の管理者を兼ねるに過ぎない。
重要な特徴：疑い深く頑固だが、見かけよりも深い知性を備えて
いる。グリムボルドは指揮官に向いているようには見えないが、危機
に際しては頼れる男であり、町の人々からも信頼されている。彼の観

プレイヤーたちに、各自のキャラクターを自己紹介するよう促す
こと。それぞれのキャラクターが、手紙の配達人という仕事を引き

察力は鋭く、町で起きていることは何であれ見逃さないが、自分の意
見を他人に明かしたがらない傾向がある。

受けているのか、それともその仕事を引き受けたキャラクターに同

目標：グリムボルドは最近生じたシャドウフェルの脅威に対抗すべ

行しているだけなのかを尋ねよう。キャラクターたちは親友同士で

く町の防衛体制を構築したいと考えており、またこの事件がなぜ起き

なくともかまわないが、それなりに互いのことを知り合っているは

たのか、何が起きたのかを知りたがっている。英雄たちの助力が無

ずだという点を念押ししておくべきである。キャラクターたちは宿

い場合に彼が取れる策といえば、町を放棄して逃げ出し、住民の何

の2階に部屋を数室取っている（2〜3人で1つの部屋）。

割かだけでも生き残れることを願うことだけだろう。

自分が運んでいる書簡の内容に興味を示したキャラクターがいる

動機：デュポンデの住民たちを守ること。グリムボルドは生まれた

なら、封蝋をはがして中身を読むこともできる。手紙の内容はマー

ときからずっとこの町で暮らしており、町の住民は親戚や顔なじみば

ケルヘイ卿の息子アーネストと、サーセルに住むヴェスパという名

かりである。彼には、
自分よりもうまくこの事態に対処できる者がいる

の貴婦人との婚約に関するものである。

なら躊躇うことなく助けを請うだけの分別が備わっている。

プレイヤーたちの準備が整ったなら、以下の文章を読み上げるこ

恐れていること：グリムボルドは自分が判断を誤ったせいで事態
が悪化することを恐れている。彼は自分が、恐るべき呪い、怒れる亡

と。

霊たち、影の魔法などについては全くの無知であることに気づいてい
日が暮れて間もなく雨は止みますが、代わりに風が強くなってき

る。エヴァードの呪いなどというものは、彼が想像しうる中で最悪の

ます。窓ガラスがガタガタと鳴り、煙突を吹き抜ける風は唸るよう

厄介ごとだ—そんなものとどうやって戦ったらいいのか、彼には見

な不気味な音を立てています。地元の人たちはエールを飲み干して

当もつかないのだから。

ひ と け

足早に帰り始め、宿の酒場は急に人気が少なくなります。酒場に残っ

弱点：疑いと気後れ。グリムボルドは自分が正しいのかどうか考

たのは、ドワーフの旅人3人組、学者風のローブを着た黒髪のヒュー

えこみがちである。自分が良く知らない物事に直面した際には特に

マンの若い男性とその召使らしきハーフリングの2人連れ、がっしり

その傾向が強い。

した体に茶色いマントを羽織った衛兵が1人、灰色の髭を伸ばした

癖と身体的特徴：保安官殿は口を引きむすんだいかめしい顔つ

バーテンダーの爺さん1人、そして女将である恰幅のいい中年女性で

きであり、一言で済むことに二言を費やすことは決してない。背が高

す。そういえば宿に部屋を取った時、彼女はティルダ・グレンフィー

く丸顔で、年齢は40前後、話し方も動き方も落ち着いて慎重である。

ルドと名乗っていました。

普段はレザー・アーマーを着用し、クロスボウと棍棒を持ち歩いてい
る。有事の際には古びた鎧を身につけ、無銘の剣を帯びる。
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年寄りフクロウ亭の面々
現時点で酒場にいる者たちは、もうしばらくはここに留まってい
る。キャラクターたちは彼らに話しかけることができるし、彼らの
方から話しかけてくることもあるだろう。
ドワーフたち：「幽霊だって ？

バカげた話だ」

カータ、クリスティド、キルドラクは女性2人と男性1人の兄弟で
あり、熟練の石工である。彼らは橋を修理するためにハンマーファ
ストから呼ばれてやって来た。彼らはささいなことで揚げ足を取り
あっており、幽霊の話などには聞く耳を持たない。
バーテンダーのハラルド：「へえ、お客さん方は北の方から来なさっ
たんですか。この町にはどんな御用で ？」
ハラルドは親しみやすく話し好きだが、あまり頭は良くない。昔
は近くの森で罠猟師をしていたが、何年か前に自分が仕掛けた罠に
引っかかって足が不自由になってしまい、それからは年寄りフクロ
ウ亭で働いている。ハラルドはエヴァードのことについてはほとん
ど何も知らず、とても迷信深い。
保安官グリムボルド：「おかしな事が起きたことも何度かあるが、
デュポンデは落ち着いた町だ。これからもそうであって欲しいもん
だな」
グリムボルドは大柄で丸顔の40前後の男性であり、この町の衛兵
隊長を勤めている。彼は仕事柄レザー・アーマーを着用し、クロス
ボウと大きな棍棒を持ち歩いている。グリムボルドはデュポンデの
町に時々、何か悪い力が影響を及ぼしているのではないかと疑って
いる。彼は、常識に従ってさえいればほとんどの厄介ごとは回避で
きるはずだと思っているたぐいの人物だ。
ティルダ・グレンフィールド：
「あんな話に耳を貸すこたありません
よ。ささ、暖炉にあたって、自分の家みたいにくつろいでくださいな」
ティルダは背が低く肉付きのいい50前後の女性で、親しみやすく
おしゃべり好きである。数年前に夫を亡くして以来、数人の料理人、
バーテンダー、馬屋番を率いて年寄りフクロウ亭を切り盛りしてき
た。それは決して簡単な仕事ではなかったが、今のところ商売は繁
盛している。彼女は洞察力があって機転の利く女性であり、この町

キャラクター・プロフィール：ナセイレ
才能溢れる野心家の魔術師であるナセイレは、都市サーセルの貴
族の家系出身である。彼はデュポンデにやって来た本当の目的を
話そうとしない。地元住民の“非合理的な”恐怖や不安に煩わされた
くないからである。
重要な特徴：知性的で自信家で、時として偉ぶっているようにも感
じられる。自分の目的で頭がいっぱいだが、露骨な侮辱は無視でき
ず、売られたケンカを買う。自分の発言が英雄たちの誰かを怒らせ
てしまった場合には、高いプライドをぐっと押さえて真摯な謝罪を見せ
る。
目標：エヴァードの影の力の名残を捕えるための儀式を行ない、
その力を我が物にすること。ナセイレは自分が成功するものと信じこ
んでおり、デュポンデには1〜2日しか滞在しないつもりである。
動機：魔法の力を渇望する野心家。エヴァードの力を手に入れ
ることができれば、ナセイレはたいそう強力な魔術師になれるはず
だ。彼はデュポンデの住民たちを傷つけようとは思っていない；彼
が知る限りにおいて、この儀式は町に対しては何の影響も及ぼさな
いはずなのだ。
恐れていること：予定の遅延と無知。ナセイレは自分が何を手に
入れようとしているのかを理解しており、それを手にするための準備
は整っている。彼の不安は、石頭のお偉方や無知蒙昧な大衆には
彼の研究の重要性が理解できず、それが彼の試みを妨げるのでは
ないかということである。
弱点：自信過剰、忍耐力不足。ナセイレは自分の知識以上のこと
を知っていると思い込んでおり、今すぐ自分の計画を実行に移さずに
はいられない。
癖と身体的特徴：明朗な話しぶり、豊富な語彙、鋭い機知、贅沢
な趣味。ナセイレは明らかに上流階級の育ちであり、多くの貴族同
様に目下の者には見下したような態度を見せる。背が高く身奇麗な
30前後の男性で、髪と目の色は黒っぽく、髭は丁寧に剃っている。

での過去の出来事も知っているが、それをほじくりかえされたくな
いと思っている。
ナセイレ：「何とも興味深い話ではありませんか—一見では平凡
なこの町に、かような秘密が隠されていようとは ！」
ナセイレは南方の都市サーセルからやって来た野心家の魔術師で
ある。背の高い30前後の男性で、髪と目は黒っぽく、とある貴族の
家系に属している。知的で尊大だが、ささいなことでも感動しやす
い。連れている使用人はレミィという名の忠実なハーフリングの男
性であり、決して主の側を離れようとはしない。ナセイレはエヴァー
ドの伝説を調査するためにデュポンデの町まで来たのだと話す。

人々は物語る
キャラクターたちが誰に話しかけるかしだいで、以下の情報の一
部または全部が手に入ることになる。
幽霊の話（ハラルド、グリムボルド、ティルダ）：「この町では昔から、
こういう寒い秋の夜にはいろいろ良くないものが目撃されています。
青白い幽霊が恐怖で人の心臓を凍りつかせ、すぐに姿を消したとか、
木々の枝が掴みかかるように伸びていたとか、影があるはずのない
場所に黒い影があって、それを見てしまった者の後をつけてくると
か。身の毛もよだつような怖い思いをした人は何人もいますが、実

“黒の”エヴァード
難易度19の〈魔法学〉または〈歴史〉判定に成功したキャラクター
はエヴァードに関する以下の情報を知っている。

エヴァードは数十年前に活動していた有名な魔術師である。彼
は影の魔法の達人として名をはせていた：彼の名を冠する最も有
名な呪文はエヴァーズ・ブラック・テンタクルズだ。エヴァードは狡
猾な野心家であり、彼が死んだという噂は広まっているものの、彼の
死を確認した者はいない。エヴァードには多くの敵がいたが、中で
も最大の敵といえば魔術師モルデンカイネンだろう。
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際に危害を被った人はいません。まあ、なんてことはない怪談のた
ぐいでしょうね」
エヴァードの墓（グリムボルド、ティルダ）：「40年か50年くらい昔、
ヴォンタリンという名の魔術師がこの町に住んでいました。そのラ
イバルの、悪名高き魔術師エヴァードが、ヴォンタリンを倒すために
デュポンデにやって来たのです。ある晩のこと、彼らは恐ろしい魔
法を使って決闘を行ない、彼らの呪文によって古い修道院が廃墟に
なってしまいました。それ以来ヴォンタリンは目撃されていません
が、修道士たちは瓦礫の中からエヴァードの死体を発見し、この町の
墓地に埋葬したということです」

それによって新たな呪文をいくつも編み出してた—エヴァーズ・

〈看破〉判定

ブラック・テンタクルズという呪文を聞いたことはないかね ？

私

は何年もかけて彼の冒険行に関する物語の断片を繋ぎ合わせ、つい
にこの地にたどり着いたのだ。デュポンデのようなありふれた小さ
な町に、まさかエヴァードの墓があろうとは予想だにしていなかっ
たよ。私はこれでようやく、この物語の結末を記すことができると
いうものだ。用件が終わればこんな辺鄙な場所に用は無い。その点
に関しては君たちも同じだろう ？」
ナセイレについて（グリムボルド、ハラルド、ティルダ）：「悪い人じゃ
ないんだろうけど、デュポンデよりもお上品な場所に慣れてらっ
しゃるようで、しかもそれを隠そうともしていないときた。ここに
は数日間滞在する予定だそうですよ。金払いはいいし、チップも気
前よくはずんでいるようです。この町にはエヴァードの墓を調べに
来たんだと話していましたよ」

より多くの情報を得るために〈看破〉技能を使いたいというプレイ
ヤーがいる場合、難易度12の〈看破〉判定を行なわせること。

セッション1

エヴァードについて（ナセイレ）：「エヴァードは50年ほど前に姿を
消した強力な魔術師だ。彼の専門分野は影の力をおびた魔法であり、

ドワーフたち：カータ、クリスティド、キルドラクの3人とも、この小さ
な町の幽霊話にはまったく興味を示していないようだ。
ハラルド：彼はあまり頭が良くないようだ。人から聞いた話はす
べて本当だと信じ込んでしまうたちらしい。
グリムボルド：彼は本当に幽霊を怖がっているわけではない。た
だ、天気も悪いので、このまましばらく酒場で雑談を楽しもうと思って
いるようだ。
ティルダ：女将は少々幽霊を怖がっていて、これ以上そういう話
を続けたくはないようだ。
ナセイレ：彼はエヴァードを尊敬しているが、エヴァードほどの力
を持っていた魔術師がいとも簡単に敗れ去ったことには失望してい
るようだ。ナセイレは、この町の住民たちはエヴァードの墓がどれほ
ど重要なものであるかを理解していないと思っている。

物語上のナセイレの行動
このアドベンチャー全体を通じて、キャラクターたちは魔術師ナセ
イレがどこにいるのか、何をしているのかを突き止めようとし続けるこ
とになる。このアドベンチャー内での彼の行動を以下にまとめた。
セッション1（1日目の夜）：深夜、ナセイレはエヴァードの墓にお
いて影魔法の儀式を行なおうとする。この儀式は失敗し、エヴァード
の墓に葬られていた魔術師ヴォンタリンの霊がナセイレに憑依する。
デュポンデの町はシャドウフェルに引きずり込まれる。ナセイレの従
者であるレミィはその場から逃げ出す。
セッション2〜4（1日目の夜）：ヴォンタリンの魂に支配されたナ
セイレは、ヴォンタリンが記憶していた儀式を用いてダーク・ワンの
一群を支配下に置く。彼はヴォンタリン邸跡に向かい、ヴォンタリン
の昔の呪文書や装具で戦力を強化しようとする。それらの品々は無
くなっていたが、彼は聖アヴァーシル修道院の修道士たちが持ち去っ
たのだという確証を得る。
セッション5〜7（2日目の昼）：日の出と共にデュポンデがこの世
に戻った際、
ナセイレはシャドウフェルに留まる。エヴァードの呪いが、
彼をシャドウフェルに縛り付けているのだ。
セッション8〜9（2日目の夜）：日没と共にデュポンデはシャドウ
フェルに引き戻される。ナセイレは聖アヴァーシル修道院の廃墟に向
かい、ヴォンタリン邸から持ち去られた書物とアイテムを探し始める。
彼はまず、修道院の墓地に埋葬されていた死体をアンデッドとして蘇
らせ、自分の邪魔をしかねない者たちを手一杯にさせるべくデュポン
デの町を襲わせる。日が登ってデュポンデが“この世界”に戻ると、ナ
セイレは再びシャドウフェルに取り残される。
セッション10〜12（3日目の夜）：日が沈み、デュポンデはまた
もシャドウフェルに戻される。ナセイレは修道院でヴォンタリンの財宝
を探し続けており、キャラクターたちが彼を見つけ出す機会が訪れ
る。
セッション13（3日目の夜）：デュポンデは未だシャドウフェルに

その他の行動
キャラクターたちが宿の周囲を見て回ろうとしたり、グリムボル
ドの巡回に同行を申し出たり、寝る際に交代で見張りを立てたり、い
きなりエヴァードの墓に向かおうとしても、特別なことは何も起き
ない。曇り空で風が強く寒い夜、ただそれだけだ。デュポンデはご
く普通の町であり、住民たちは戸締りを固く閉めて家にこもってい
る。酒場に残っていた人々は寝室に向かい、DMが遭遇を開始するま
では何ごとも起きない。

深夜の狂気
キャラクターたちは酒場に残っている人々と話を続けてもよいし、
寝室に向かってもかまわない。プレイヤーたちに会話シーンを続け
る意志がなくなった時点で、キャラクターたちは眠りに就くことに
なる。
その晩、深夜になると、ナセイレとその従者レミィは裏口ないしナ
セイレの部屋の窓を通って宿を抜け出す。彼らは町の墓地に向かい、
ナセイレの儀式によって一連の出来事が幕を開ける。DMの準備が
整ったら、以下の文章を読み上げること：
真夜中、皆さんは何かものすごい力を感じてベッドから飛び起き
ます。方向感覚は失われ、体がぐちゃぐちゃにねじれるような感覚
に捕らわれます。部屋の中からは何も無くなっていませんが、家具
の位置が微妙にずれているような気がします。空気は冷たく、壁は
若干傾いているように見えます。ロウソクやランプの灯りは奇妙に
薄暗くなり、あらゆる方向から影が迫ってきます。
キャラクターたちはそれまで眠っていたとしても、服を着て武装
を整えるだけの時間はある。集い来る影の遭遇に進むこと。

囚われたままである。
キャラクターたちはナセイレのオーブを砕き、
ヴォ
ンタリンの魂をその遺体の中に戻すことで、この亡霊を永遠の眠りに
就かせなければならない。それが済むと、デュポンデの町は“この世
界”に戻る。
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集い来る影

1階の酒場から怯えた叫び声が聞こえ、そのすぐ後にケタケタ笑う
異様な声と陶器類が割れる音がします。この宿屋は何ものかに襲わ
れています ！

遭遇レベル1

セットアップ

この場にガーゴイルとシャドウたちが現われたのは、シャドウ

アニメイテッド・ガーゴイル（G）

3体

シャドウ・ストーカー（S）

2体

いずれかのプレイヤーが、この奇妙な感覚は何なのか尋ねたり、周
囲が暗くゆがんで見えるようになった理由を確かめようとしたりす
るなら、難易度12の〈魔法学〉判定を行なわせること。成功したキャ
ラクターは、宿とその周辺がシャドウフェルに入り込んでしまった
ことを理解する。このような現象は “シャドウフェル堕ち” と呼ばれ
ている。
キャラクターたちが装備を整えて階段を降り始めた時点で、以下
の文章を読み上げること：

フェル堕ちの副次的な影響によるものである。シャドウたちをマッ
プ上に配置してはならない。遭遇の開始時点では、シャドウたちは
不可視だからである。
キャラクターたちが酒場に到着した時点で、以下の文章を読み上げる
こと：
バーテンダーのハラルド爺さんは階段を降りてすぐの床にぴくり
とも動かず横たわっています。他に人はいませんが、翼の生えた小
さな生き物が部屋の中を飛びまわっています。よくよく見てみると、
それは宿屋の戸口の上に設置されていたガーゴイルの石像ではあり
ませんか。

戦術
アニメイテッド・ガーゴイル：このクリーチャーたちは協力し合って、
部屋に入ってきたキャラクターを苦しめ悩ませようとする。毎ラウ
ンド、1体のガーゴイルがハリィを使用して1人のキャラクターを伏
せ状態にし、他のガーゴイルは伏せ状態になったキャラクターに群
がってクローで攻撃する。

B e n Wo ot t e n

シャドウ・ストーカー（S）2 体
レベル 3 奇襲役
中型・シャドウ・人型
hp：25；重傷値：12
イニシアチブ：＋9
感覚：〈知覚〉＋3
AC15；頑健14、反応16、意志14
移動速度：8；位相移動
暗視
抵抗：非物質的；脆弱性：［光輝］5
特徴
ボーン・オヴ・シャドウズ／影より生まれしもの
このシャドウは完全視認困難でなく部分視認困難を得ているだけで、
隠れる
ための
〈隠密〉判定を行なうことができる。
標準アクション
m シャドウィ・タッチ／影の接触（［死霊］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：1d8＋6の
［死霊］
ダメージ。
M シャドウ・ストーク／つきまとう影（［死霊］）F再チャージ：このシャドウがシャ
ドウ・ステップを使用した時
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：1d6＋8の
［死霊］
ダメージ。このシャドウはシフトして目標の接敵面に
入り、
目標の影と一体化する
（セーヴ・終了）。目標の影と一体化している間、
このシャドウは目標の接敵面にとどまり続け、さらに以下の利益を得る。
（1）
目
標が移動するとこのシャドウも機会攻撃を誘発することなく一緒に移動する。
（2）全防御値に＋4ボーナスを得、
目標に対する攻撃ロールには＋5ボーナス
を得る。目標がこの効果に対するセーヴに成功すると、このシャドウは目標に
隣接する任意のマスに出現する。
トリガー型のアクション
シャドウ・ステップ／影への一跳び（[瞬間移動]）F無限回
トリガー：このシャドウから5マス以内にいる生きているクリーチャーのhpが0
以下になる。
効果（フリー・アクション）：このシャドウはそのクリーチャーに隣接するマスま
で瞬間移動し、次の自分のターンの終了時までのすべての攻撃ロールに＋2
ボーナスを得る。
技能：〈隠密〉＋10
【筋】12（＋2）
【敏】19（＋5） 【判】14（＋3）
【耐】13（＋2）
【知】12（＋2） 【魅】11（＋1）
言語：共通語
属性：悪
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セッション1

アニメイテッド・ガーゴイル 3 体（G）
レベル 1 遊撃役
小型・シャドウ・自律体
hp：30；重傷値：15
イニシアチブ：＋5
感覚：
〈知覚〉＋1
AC：15；頑健13、
反応14、
意志12
移動速度：6、
飛行6
標準アクション
m クロー／爪F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d10＋3ダメージ
（目標が伏せ状態なら2d6＋5ダメージ）、
目標はこの
ガーゴイルの次のターンの終了時まで、このガーゴイルに対して機会攻撃を行
なうことができない。
M ハリィ／撹乱F遭遇毎
効果：このガーゴイルは2マスまでのシフトを行なう。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：2d6＋3ダメージ、
目標は伏せ状態になる。目標はこのガーゴイルの次
のターンの終了時まで幻惑状態になる。
【筋】10（±0）
【敏】16（＋3） 【判】13（＋1）
【知】7（−2）
【魅】8（−1）
【耐】14（＋2）
言語：共通語
属性：無属性

シャドウ・ストーカー：遭遇が始まった時点でシャドウたちは隠れ
ている。シャドウを見つけるためには難易度20の〈知覚〉判定に成功
しなければならない。シャドウたちはまずシャドウ・ストークを使
用し、それぞれが別々の敵を狙う。シャドウ・ストークの効果が持
続している限り、シャドウィ・タッチでその敵を攻撃し続ける。目
標がセーヴに成功したなら、隠れられる場所に戻ってから再度攻撃
を行なう。

このエリアの情報
明るさ：赤々と燃えていた暖炉の炎は熾き火になり、オイル・ラ
ンプの明かりも薄暗くなっているため、エリア全体は “薄暗い” 明る
さになっている。宿の外は “暗い”。また、いかなる場所においても、
あらゆる光源は通常の半分の距離までしか光が届かない。
バー・カウンター、ベッド、テーブル：これらのマスは移動困難な地
形である。

暖炉：暖炉の中は熱い石炭に満たされている。暖炉のマスに入っ
たクリーチャーは1d6［火］ダメージを受ける。
家具：家具のあるマスは移動困難な地形である。

扉：扉は閉まっているが、施錠されていない。

結末
ハラルドはガーゴイルに襲われて
気絶している。難易度12の〈治療〉判

G

定に成功すれば彼の意識を取り戻さ
せることができる。さもなくば、彼は
10分後に意識を取り戻す。宿屋内を
手早く調べると、ティルダとドワーフ

G

たちは無事であることが分かる。グ
リムボルドはおそらく夜の見回りに
でかけた後だろう。そしてナセイレ

Start
Area

H owa r d Lyo n , J a s o n A . E n g l e

S

とレミィの姿はない。

報酬
このセッションの終了時に、キャラ

G

ク タ ー は1人 あ た り250XPを 受 け 取
る。これは宿の人々との会話シーン

S

およびモンスターとの戦闘に対する
報酬である。
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セッション2：怪異の時
デュポンデの町および周辺地域は、もはや “この世界” に存在して

常の半分の距離までしか光が届かない（キャラクターたちがシャド

いない。エヴァードがライバルのヴォンタリンをこの地に葬った際

ウフェルにいる間は常にこのことを忘れないこと。これはこのアド

に施した警護魔法が、町全体をシャドウフェルへと引きずり込んで

ベンチャー全般にわたって適用される）。

しまったのだ。
このセッションは、キャラクターたちが年寄りフクロウ亭の酒場
に集っている状況から始まる。屋外を眺めれば、今晩は超自然的な
までに陰鬱で、寒く、恐ろしい。宿にいるNPCたち—ティルダ、ハ
ラルド、ドワーフの旅人3人組—は朝まで宿に立てこもるためにバ
リケードを作ろうとしている。学者らしきナセイレとその従者の姿
はどこにも見当たらない。
DMの準備が整ったなら、プレイヤーたちに今どこにいるのか、前
回何が起きたのかを思い出してもらい、これから何をしたいか尋ね
ること。キャラクターたちに宿屋とその周辺を探険する時間を少々
与えよう。それが済んだら『グリムボルドの帰還』へ進むこと。

影の中へ
キャラクターたちが現在置かれている状況を調査し、デュポンデ
の町にどんな厄介ごとが降りかかったのかを詳しく調べるチャンス
は今だ。キャラクターたちが取りうる手段のいくつかを以下に示す：

年寄りフクロウ亭の中で待機する
宿の中では何の手がかりも見つからない。ティルダ、ハラルド、そ
れにドワーフたちはさらなるモンスターの襲撃を恐れ、バリケード
を作って宿の酒場に立てこもっている。彼らには何が起きたのか見
当もつかず、勇敢な冒険者の一団に守ってもらえるのを喜んでいる。
キャラクターたちがティルダにこれからどうしたらよいのかと尋ね
たなら、宿屋の近辺を調べてこの不自然な暗がりがどこまで広がっ
ているのかを確かめてほしい、そして他の町民たちをもモンスター
から助けてやってほしいと言う。グリムボルドは頼りになりそうな
人物を探し回った末、やがて宿屋に戻ってくる。

ナセイレとレミィを探す
ナセイレとレミィが彼らの部屋にいないことは調べればすぐに分
かる。ナセイレは机がある1階の部屋を取っており、レミィの部屋は
その隣である（1階の3つ目の部屋は空室）。ありふれた衣服や身の回
りの品は部屋に残されており、彼が乗ってきた馬も馬屋につながれ
たままである（『闇の中の探索』参照）。どう見ても、彼らが荷物をま
とめて急に旅立っていったようには見えない。

闇の中の探索
キャラクターたちが宿の外の陰鬱な闇夜に踏み込むなら、まもな
く気味の悪い事実が判明する。
寒気：骨まで染みとおるような寒気が広がっている。どれだけ厚
着をしようが、火の側に近寄ろうが、この寒気からは逃れられない。
不安感：デュポンデの町全体が、心を押さえつけて不安と意気消
沈をもたらすような感覚に包まれている。一番賢明な考えは年寄り
フクロウ亭に戻って隠れていることではなかろうかと思えてしまう。
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闇：星一つ見えない暗い夜の不気味な闇がデュポンデを覆ってい
る。この町がシャドウフェルに囚われている間、いかなる光源も通

違和感：この場所は、キャラクターたちが数時間前に到着したデュ
ポンデの町と同一の存在ではない。町内の道が交わる場所は記憶と
異なっているし、建物はどことなく歪んで恐ろしげに見える。

技能を使う
プレイヤーたちは何が起きているのかを確認するために技能を使
えないかと尋ねるかもしれない。最も役立つと思われる技能は〈自
然〉、
〈宗教〉、
〈魔法学〉である。
〈自然〉
（難易度12）：年寄りフクロウ亭とその周辺は、もはや自然
世界に存在していない。
〈宗教〉
（難易度12）：この闇と不安感から考えるに、理由は不明だ
がシャドウフェルの影響がこの世界に及んでいるのではないかと考
えられる。シャドウフェルは、死者の魂が歩んでいく旅路の最初の
目的地となる次元界である。闇の魔法やアンデッドはこの次元界の
力を用いることが多い。
〈魔法学〉
（難易度12）：闇、寒気、不安感、ものが歪んで見えること。
これらは年寄りフクロウ亭とその周辺地帯がシャドウフェルに位置
しているという証拠である。
〈魔法学〉
（難易度19）：強力な呪いの力によって、定命の世界の一
領域が影の次元界に滑り込んでしまうことがある。このような出来
事はシャドウフェル堕ちと呼ばれている。こういった次元間移動は
永続的なこともあれば、周期的に繰り返すこともあり、一定時間後に
元に戻る場合もある。
この現象がどこまで広がっているのかを確かめようとすることは
全く無益である。すでにデュポンデの町はシャドウフェルにあるの
だから、町を離れる者は荒廃した影の次元界のより大きな危険に曝
されることになるのだ。“この世”に帰る最善の方法は、町が元の世界
に戻る際に町の中にいることである。それまで町の中でじっと待っ
ているにせよ、シャドウフェル堕ちを引き起こした原因を究明する
にせよ。

町の中を探索する
キャラクターたちは『闇の中の探索』と同じ情報を得る。さらに、
町の住民たちも目を覚まし、たいへん不安がっていることがわかる。
ほとんどの者は固く戸締りをして閉じこもっており、あえて外を出
歩こうという者はほとんどいない。冒険者たちが探索を続けていく
と、しばしば視界の片隅に恐ろしげな影がちらついてはさっと消え
ていく。また、奇怪な物音—ガタンガタン、ドシンズシン、押し殺
したような警告の叫び—が聞こえては、やがては闇の中に消えて
いく。
エヴァードの墓に行く：キャラクターたちがまっすぐ墓地に向かっ
た場合、半分ほど進んだあたりでグリムボルドが走り寄って来る。
『グリムボルドの帰還』に進むこと。

セッション2

グリムボルドの帰還
冒険者たちにデュポンデの町が置かれている状況を把握する機会
を与えた後には、グリムボルドとの再会が待っている。キャラクター
たちが宿の中や近辺にいるなら、グリムボルドは宿に戻ってくる。
そうでない場合、衛兵隊長は以下のように路上のPCたちのもとへ駆
け寄ってくる。
闇の中に薄明かりが見え、武装した集団が近寄ってきます。先頭
の男がランタンを高くかかげると、それは2人の民兵を連れたグリム
ボルドであることが分かります。
「ああ、旅の衆か」彼は言います。
「会
えて嬉しいよ。デュポンデは何か悪い呪いをかけられちまったよう
だ。あんた方は見たところ、こういう厄介ごとの扱いには慣れとる
ようだし、ひとつ手を貸してくれんか ？」
グリムボルドはキャラクターたちが何を見てきたのかを尋ね、話
の内容を注意深く聞こうとする。キャラクターたちが報酬について
質問するなら、少々失望したような顔をする。橋を修理する費用が
かさんだため、この町の財政状況は逼迫しており、高額の報酬を払う
余裕は無いのだと彼は説明する。その上で、この事件の原因を究明
して解決してくれたなら、領主のレディ・セリス・アーノードは少
なくともパーティ全体に250gpは払うはずだと言う。
冒険者たちが「自分たちに何をして欲しいんだ」と尋ねるか、DMが
次に進むべき時だと判断したなら、保安官は話を続ける。

「町じゅうで事件が起きているんだ。化け物どもが通りをうろつ
きまわり、みんな怯えきっている。志願してくれた民兵たちに装備
を支給しようにも、武器庫のあたりにも何かいる。それとついさっき、
まだ10分も経っていないんだが、北門の警備についていたエディン
が血まみれで路上に倒れていた。あいつが言うには、1人のハーフ
リング—ほら、エヴァードの墓に首を突っ込みたがってた若い魔
術師の従者をしていた奴だ—そいつがデーモンの大群に追いかけ
られてるみたいな勢いで町から逃げていったらしい。エディンがそ
のチビを引きとめようとすると、そいつはエディンを刺しやがった。
あのハーフリングがこの状況と何か関係があるのは間違いないと思
うが、武器庫のほうも確保せにゃならん。武器庫か、逃げた奴か、ど
ちらかの対処を頼めないか ？」
キャラクターたちがエディンは無事かと尋ねるなら、傷を負った
が命に別状はないと告げること。グリムボルドはこの気遣いに嬉し
そうな顔をする。

決断の時
プレイヤーたちはここで決断を下さなければならない：レミィを
捕まえて知っていることを吐かせるか、町の中に留まるか。
プレイヤーたちがレミィを追いかけることにした場合、彼らはレ
ミィを追うというクエストを得る。闇の森の遭遇に進むこと。キャ
ラクターたちがハーフリングを追いかけて町の外に行っている間に、
グリムボルドは衛兵をかき集めて武器庫を確保する。
プレイヤーたちが町に留まることを選択した場合、彼らはデュポ
ンデの町を守るというクエストを得る。武器庫の遭遇に進むこと。
グリムボルドはレミィの追跡に衛兵2人を派遣するが、レミィは捕ま

Rob Ale x ander

らない。
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闇の森
遭遇レベル1
キャラクターたちがどんな光源を使用しているのかを確認してお
くこと。
初めに以下の文章を読み上げる：
皆さんは町の北門から出て、そのまま北向きの街道を進んで行き
ます。そしてデュポンデから1マイルほどのところで、小川にかけら
れた古い石橋に行き当たります。町を取り囲む農家や畑を通り過ぎ
たあたりから、まばらだった木々はしだいに密集してきました。

セットアップ
アンブラル・スプライトの大群（U）

1体

スポアバック・フルッグ（S）

1体

ソーンスキン・フロッグ（T）

2体

キャラクターたちが遭遇エリアに到着した時点で、以下の文章を読み
上げること：
周囲の影からカエルの鳴き声が響き渡っています。歌い、踊り、言
い争うような無数の甲高い声も聞こえます。おぼろげな紫色のかた
まりが木陰を飛び交い、旋回しています。そして近くの水中から大
きな水音が ！
スポアバック・フロッグ（S）
レベル 2 制御役
中型・自然・野獣（水棲）
hp：42；重傷値：21
イニシアチブ：＋4
感覚：
〈知覚〉＋3
AC：16；頑健14、
反応13、
意志12
移動速度：3、
水泳5
夜目
特徴
アクアティック／水棲
このフロッグは水中で呼吸可能である。水中での戦闘において、
（水棲）
でな
いクリーチャーに対しては、攻撃ロールに＋2のボーナスを得る。
標準アクション
m バイト／噛みつきF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。目標はこのフロッグの次のターンの終了時まで減速
状態になる。
M バーブド・タン／とげだらけの舌F無限回
攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：2d6＋2ダメージ。このフロッグは目標を2マス引き寄せ、
目標は倒れて
伏せ状態になる。
トリガー型のアクション
C スポア・リリース／胞子放出
（［毒］）F遭遇毎
トリガー：このフロッグのヒット・ポイントが0になる。
攻撃（アクション不要）：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内のクリーチャーすべ
て）
；＋5対“頑健”
ヒット：1d6＋7の
［毒］
ダメージ。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）
。
【敏】16（＋4） 【判】15（＋3）
【筋】15（＋3）
【耐】18（＋5）
【知】3（−3）
【魅】9（±0）
技能：
〈隠密〉
＋9
言語：—
属性：無属性
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ソーンスキン・フロッグ（T）2 体
レベル 1 暴れ役
中型・自然・野獣（水棲）
hp：35；重傷値：17
イニシアチブ：＋4
感覚：〈知覚〉＋2
AC：13；頑健12、反応13、意志11
移動速度：4、水泳6
夜目
特徴
アクアティック／水棲
このフロッグは水中で呼吸可能である。水中での戦闘において、
（水棲）
でな
いクリーチャーに対しては、攻撃ロールに＋2のボーナスを得る。
標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d10＋6ダメージ。
M パウンス／飛びかかりF再チャージ 5 6
効果：このフロッグは移動速度ぶんのシフトを行ない、そして以下の攻撃を行
なう。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：2d6＋6ダメージ、
目標は倒れて伏せ状態になる。
マイナー・アクション
M タン・グラブ／舌でのつかみF無限回
攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：このフロッグは目標を2マスまで引き寄せる。
【筋】16（＋3）
【敏】18（＋4） 【判】14（＋2）
【知】3（−4）
【魅】9（−1）
【耐】15（＋2）
属性：無属性
言語：—
アンブラル・スプライトの大群（U）
レベル 4 制御役
中型・フェイ・人型（大群）
hp：55；重傷値：27
イニシアチブ＋6
感覚：〈知覚〉＋8
AC18；頑健15、反応17、意志15
移動速度：4、飛行6（ホバリング）
擬似視覚6
特徴
O スウォーム・アタック／群がり攻撃Fオーラ1
範囲内で自分のターンを開始した敵は3ダメージを受ける。
スウォーム／大群
大群は他のクリーチャーと同じマスを占めることができる。敵は大群の占めて
いるマスに入り込むことができるが、大群の占めているマスは移動困難な地形
と見なされる。大群は近接攻撃または遠隔攻撃によって押しやられる／引き
寄せられる／横滑りさせられることはない。大群はその大群を構成するクリー
チャーの1体でも通り抜けられるだけの大きさの開口部なら“無理矢理入り込
む”ことができる。
標準アクション
m スウォーム・オヴ・ファングズ・アンド・ブレーズ／群れなす牙刃F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ。
C ダークウェイヴ／闇の波動F
（［区域］、
［死霊］）再チャージ 5 6
攻撃：近接範囲・爆発3（爆発内のクリーチャーすべて）；＋7対“反応”
ヒット：2d8＋3［死霊］
ダメージ。
効果：爆発の範囲内は闇の区域と化す。この区域はアンブラル・スプライト
の大群の次のターンの終了時まで持続する。この区域は視線を遮る。
トリガー型アクション
フェイド・アウェイ／幻のごとく消える
［死霊］F遭遇毎
トリガー：このアンブラル・スプライトの大群がダメージを受ける
効果（即応・対応）
このアンブラル・スプライトの大群は不可視になる。この
効果は、アンブラル・スプライトの大群が攻撃を行なってヒットあるいはミスす
るか、または次の自分のターンの終了時になるまで持続する。
技能：〈隠密〉＋11
【敏】18（＋6） 【判】13（＋3）
【筋】8（＋1）
【耐】15（＋4）
【知】13（＋3） 【魅】15（＋4）
属性：無属性
言語：エルフ語

明るさ：“暗い”。あらゆる光源は通常の半分の距離までしか光が
届かない。
岩と丸太：これらのマスは移動困難な地形である。
低い崖：この崖を降りる際には、移動困難な地形とみなす。登る

セッション2

このエリアの情報

際には難易度8の〈運動〉判定が必要である。
池：橋の南側は水深が深くなっている。これらのマスを移動する
には泳ぐしかない。泳ぐための判定は必要ないが、1マスにつき2
マス多い移動と数える。池の中にいるクリーチャーは、水の外から
の攻撃に対して部分遮蔽を得る。
小川：小川は移動困難な地形である。
樹木：木の幹のマスは移動困難な地形である。木に登るには難易
度8の〈運動〉判定が必要であり、木の高さは20フィート（4マス、約
6m）ほどである。

戦術
スプライトたちは肉食のカエルたちの近くを跳び回りながら、こ
の両生類たちが誰か面白そうな相手に不意討ちをかけるのを待って
いる。
スポアバック・フロッグ：この両生類はなるべく池の中に留まり、
バーブド・タンが届くぎりぎりのところまでしか敵に近づかない。
可能なら目標を水中に引きずり込み、“水棲”の特徴を生かそうとする。
スプライトの大群：この大群はできるだけ多くのキャラクターを
ダークウェイヴの範囲に収められるような場所まで飛行する。カエ
ルたちのことはほとんど気にかけないが、カエルたちの攻撃を邪魔
しないようには気をつける。ダークウェイヴを使用した後は戦場の
端の方を飛びまわり、スウォーム・オヴ・ファングズ・アンド・ブレー

結末
キャラクターたちは橋の近くで、ずたぼろになった寝袋と空の鞍
袋を発見する。小さな泥だらけのブーツの足跡が北に続いている。
レミィはこの場所を通りかかった際にカエルたちに襲われ、危うく
その餌食になりかかった挙句、荷物の一部を置き去りにして逃げざ
るを得なかったようだ。

報酬
このセッションの終了時に、キャラクターはモンスターとの戦闘
に対する報酬として1人あたり100XPを受け取る。

ズで攻撃し続ける。大群が重傷になり、かつカエルたちが全滅して
いるなら、スプライトたちは逃走する。フェイド・アウェイは逃走
用に取っておいてもよいだろう。
ソーンスキン・フロッグ：このカエルたちは別々の最寄のキャラク
ターに近づいて攻撃する。最初の攻撃にはパウンスを用いる。タン・
グラブはバイトやパウンスが届かない相手に使用するか、目標を水
中に引きずり込むために使う。

T

U

T

Jim Nelson, Jason A . Engle

Start
Area
S

15

武器庫
遭遇レベル1
キャラクターたちがこのエリアに到着した時点で、以下の文章を読み
上げること：
皆さんはグリムボルドの指示に従い、暗い街路を通って町の武器
庫に向かっています。この場所の闇は生きているかのようで、光源
からの薄暗い光の周辺をいくつもの影がゆらゆらと漂っています。
ようやく川岸の送水路近くまでたどり着くと、暗がりの中に大きな2
階建ての石造りの建物がぼんやりと見えてきます。

セットアップ
スパイダーの大群（S）

2体

デスジャンプ・スパイダー（D） 1体
リーチング・シャドウ
（L）

3体

キャラクターたちが橋を渡るまで、モンスターたちを配置しては
ならない。遭遇が始まった時点で、デスジャンプ・スパイダーは屋
根の上に隠れている。難易度18の〈知覚〉判定に成功したキャラク
ターはこのスパイダーに気づける。リーチング・シャドウたちは視
線が通らない場所におり、自分のターンになると石像の中から出現
する。
キャラクターたちが橋を渡り終えた時点で、以下の文章を読み上げる
こと：
武器庫の扉は半開きになっていて、戸口には1人の衛兵の死体が転
がっています。死体には無数の小さな咬み傷があります。皆さんの
目が死体に集まったその時、武器庫の窓が揺れ動いたかと思うと、何
百匹もの小さな蜘蛛がわらわらと這い出してきます。
スパイダーの大群（S）2 体
レベル 3 兵士役
中型・自然・野獣（スパイダー、大群）
hp：44；重傷値：22
イニシアチブ＋6
感覚：
〈知覚〉＋3
AC19；頑健13、
反応16、
意志15
移動速度：6、
登攀6（蜘蛛歩き）
振動感知5
抵抗：近接および遠隔攻撃からは半減ダメージ；
脆弱性：近接範囲および遠隔範囲攻撃に対する脆弱性5
特徴
O スウォーム・アタック／群がり攻撃Fオーラ1
範囲内で自分のターンを開始した敵は、次のその敵のターンの開始時まで減
速状態になる。
スウォーム／大群
大群は他のクリーチャーと同じマスを占めることができる。敵は大群の占めて
いるマスに入り込むことができるが、大群の占めているマスは移動困難な地形
と見なされる。大群は近接攻撃または遠隔攻撃によって押しやられる／引き
寄せられる／横滑りさせられることはない。大群はその大群を構成するクリー
チャーの1体でも通り抜けられるだけの大きさの開口部なら“無理矢理入り込
む”ことができる。
ウェブ・ウォーク／蜘蛛の巣歩き
このスパイダーは蜘蛛の巣からなる移動困難な地形を無視する。
標準アクション
m スウォーム・オヴ・ファングズ／群れなす牙
（［毒］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：1d6＋3ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
技能：〈運動〉
＋6、
〈隠密〉＋9
【敏】17（＋4） 【判】14（＋3）
【筋】11（＋1）
【耐】12（＋2）
【知】1（−4）
【魅】7（−1）
言語：—
属性：無属性
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デスジャンプ・スパイダー（D）
レベル 4 遊撃役
中型・自然・野獣（スパイダー）
hp：52；重傷値：26
イニシアチブ：＋5
感覚：〈知覚〉＋7
AC18；頑健17、反応16、意志15
移動速度：6、登攀6（蜘蛛歩き）
振動感知5
抵抗：［毒］5
特徴
ウェブ・ウォーク／クモの巣渡り
スパイダーはクモの巣からなる移動困難地形を無視する。
標準アクション
m バイト／噛みつき
（［毒］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋3ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）
。
M デス・フロム・アバヴ／頭上からの死F再チャージ 4 5 6
効果：このスパイダーは6マス跳躍する。この移動は機会攻撃を誘発しない。
そして跳躍後にバイトを使用する。ヒットした場合、
目標は倒れて伏せ状態に
なる。
移動アクション
プロディジャス・リープ／超跳躍F遭遇毎
効果：このスパイダーは10マスの跳躍を行なう。この移動は機会攻撃を誘発
しない。
技能：〈運動〉＋9、
〈隠密〉＋8
【敏】12（＋3）
【判】10（＋2）
【筋】14（＋4）
【耐】12（＋3）
【知】1（−3）
【魅】8（＋1）
言語：—
属性：無属性
リーチング・シャドウ（L）3 体
レベル 1 雑魚 奇襲役
小型・シャドウ・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：＋7
感覚：〈知覚〉＋1
AC15；頑健13、反応14、意志12
移動速度：6、飛行6（ホバリング）
特徴
ボーン・オヴ・シャドウズ／影より生まれしもの
このシャドウは完全視認困難でなく部分視認困難を得ているだけで、
隠れる
ための
〈隠密〉判定を行なうことができる。
標準アクション
m シャドウ・メルド／影に溶け込む
（［死霊］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：4［死霊］
ダメージ。このシャドウはシフトして目標の接敵面に入り、
目標
の影と一体化する
（セーヴ・終了）。目標の影と一体化している間、このシャド
ウは“ゲームから除外”され、
目標は戦術的優位を与え、かつ継続的
［死霊］
ダ
メージ4を受ける。目標がこの効果に対するセーヴに成功すると、このシャドウ
は目標に隣接するマス
（このシャドウが選ぶ）
に出現する。
技能：〈隠密〉＋8
【筋】11（±0）
【敏】16（＋3） 【判】13（＋1）
【知】5（−3）
【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
属性：悪
言語：共通語

扉：武器庫（マップ中央の建物）の扉に鍵はかかっていない。他の

この場のモンスターたちは、手近な獲物に襲い掛かるためなら遮
蔽が得られなくなっても気にしない。
デスジャンプ・スパイダー：この蜘蛛は屋根の上に隠れており、最
初の攻撃はデス・フロム・アバヴを用いる。重傷になると影の中に
逃げ去り、別の目標を攻撃する準備をする。
リーチング・シャドウ：これらのクリーチャーは隠れたまま、キャ
ラクターたちが他のモンスターと接敵するまで待機する。パーティ

扉は施錠されており、開けるためには難易度12の〈盗賊〉判定で開錠
するか難易度19の〈運動〉判定で扉をこじ開ける必要がある。
家具調度および物資：これらのマスは移動困難な地形である。

屋根：武器庫の屋根の高さは20フィート（4マス、約6m）であり、
他の建物と違って水平である。
階段：階段は移動困難な地形である。この階段は武器庫の2階（現
時点では空き部屋）に通じている。

の注意が蜘蛛たちに集中した時点で隠れ場所から忍び出て、後衛の

彫像：橋のたもとの両脇に立っている彫像は遮断地形である。

キャラクターに襲い掛かる。

机：机のあるマスは移動困難な地形である。

スパイダーの大群：戦闘が始まると、蜘蛛の大群たちは武器庫の壁

窓：武器庫の窓は外の地面から5フィート（1マス、約1.5m）の高さ

のわずかな隙間から出現して路上に広がり、できるかぎり多くの敵

に あ る。 窓 の 幅 は1フ ィ ー ト（ 約30cm）、 高 さ は4フ ィ ー ト（ 約

に脅威を及ぼそうとする。

120cm）で、鉄格子がはまっている。

このエリアの情報

結末

明るさ：“暗い”。あらゆる光源は通常の半分の距離までしか光が
届かない。
送水路：水面は路上から5フィート（1マス、約1.5m）低く、水の深

武器庫にはレザー・アーマー20着、ライトシールド20個、クロス
ボウ20丁、スピア20本、クラブ20本、そして大量のクロスボウ・ボ
ルトがある。キャラクターたちが武器庫に巣食っていたモンスター

さは水面から10フィート（2マス、約3m）である。泳ぐための判定は

たちを排除した後、町の民兵の一団が到着する。彼らはキャラクター

必要ないが、1マスにつき2マス多い移動と数える。水の中にいるク

たちに礼を言って装備を整え始めるが、町中ではさらなるモンス

リーチャーが路上に上がるためには、1回の移動アクションを費や

ターたちが徘徊しているとの情報ももたらす。グリムボルドは衛兵

して登攀のための難易度12の〈運動〉判定に成功しなければならな

たちを率いて路上の脅威に対処しようとしており、危険が過ぎ去っ

い。

たとは言いがたい状況である。

橋：アーチ状の橋の一番高い部分は、水面から10フィート（2マス、
約3m）の高さである。
荷馬車：荷馬車の床面は地面よりも3フィート（約90cm）高い。荷
馬車の上に乗ることは1マス多い移動と数える。

セッション2

戦術

報酬
このセッションの終了時に、キャラクターはモンスターとの戦闘
に対する報酬として1人あたり100XPを受け取る。
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セッション3：闇の夢
セッション2において、キャラクターたちには2つの選択肢があっ
た：ナセイレの従者レミィを追いかけて、奴が逃げ延びる前に捕ま
えるか、デュポンデの町の路上を徘徊する影のモンスターどもと戦
うか。このセッションでは、キャラクターたちは前回選んだ道を進
み続けることになる。レミィを追うことを選んだキャラクターたち
は、『レミィの追跡』からセッションが始まる。町の武器庫からモン
スターを排除することを選んだキャラクターたちは、
『デュポンデの
路上にて』からセッションが始まる。

レミィの追跡
単なる召使と思われていたレミィだが、実は彼はナセイレの有能
な片腕にして助手であり、ナイフと毒の扱いにも長けていた。セッ
ション1において、彼はナセイレに付き従ってエヴァードの墓に行き、
エヴァードの死体から力を吸い上げるための儀式を手伝っていた。
しかし、その儀式は正常に機能しなかった。ナセイレは、エヴァード
の墓に埋葬された骸の主である魔術師ヴォンタリンの亡霊に憑依さ
れてしまったのだ。それからナセイレは、墓の入り口をこじ開ける
ために雇ってあった人足たちをことごとく殺した。レミィが逃げ出
すにはそれだけ見れば充分だった。彼はできる限り早く主人および
デュポンデの町から遠ざかることだけを願い、夜の闇の中を逃走し
た。
レミィにはこの土地に仲間がいる—ナセイレに従っている無法
者の一団である。彼らはデュポンデまでの旅の間中ナセイレの護衛
を務め、暴力が必要な場合に備えて町のすぐ近くでキャンプを張っ
ている。レミィはこのキャンプで物資を補給し、より安全な場所に
向かうつもりでいる。彼が逃げ延びる前に捕まえることができるか
どうかは、キャラクターたちの活躍にかかっている。

技能チャレンジ：レミィの追跡
このチャレンジはキャラクターたちがカエルと戦った場所から先
に進もうとした時点で開始される。キャラクターたちは郊外の林の
中の橋の近くで、レミィの足跡および投げ出された彼の荷物を発見
した。パーティは彼が逃げのびてしまう前に追いつかなければなら
ない。
レベル：1
複雑度：1（3回失敗する前に4回成功しなければならない）
主要技能：〈隠密〉、
〈持久力〉、
〈自然〉、
〈知覚〉
〈隠密〉（難易度12；集団判定）：パーティは目標に気づかれない
ように、また目標の立てる音を聞きとれるように、なるべく音を立て
ずに進まなければならない。各キャラクターは〈隠密〉判定を1回ず
つ行なう。パーティの半分以上のキャラクターが成功したなら、パー
ティは1回分の成功を獲得する。
〈持久力〉
（難易度8；集団判定）：キャラクターたちは一致団結し
て行軍速度を保ち、逃亡者との距離を詰めようとする。各キャラク
ターは〈持久力〉判定を1回ずつ行なう。パーティの半分以上のキャ
ラクターが成功したなら、パーティは1回分の成功を獲得する。
〈自然〉（難易度12）：キャラクターはパーティが道行きのあいだ
我慢を続けるのを支援する
〈知覚〉（難易度12）：キャラクターは森の中で泥のついたレミィ
の足跡を追跡する。
成功：キャラクターたちは相手方に気づかれることなくレミィの
仲間たちの野営地を発見する。パーティは無法者たちを注意を引く
前に素早く光源を隠すことができた。逃げ場はないの遭遇に進むこ
と。冒険者たちが光源を用いないのであれば、野営地に奇襲をかけ
て不意討ちすることができる。
失敗：キャラクターたちは遅すぎた。レミィは無法者たちに指示
を与えて追っ手を待ち伏せする準備をさせており、パーティが到着
する前に逃げてしまう。逃げ場はないの遭遇に進むこと。敵たちは
キャラクターたちに対して不意討ちを行ない、レミィはその場にい

絶望デッキの使用

ない。

君 がThe Shadowfell:Gloomwrought and BeyondTM 所 収 の

レミィとの会話

Despair Deck（絶望デッキ）を使っているなら、プレイヤーたちはこ
の技能チャレンジにおいてこのデッキからカードを引くことになるかも
しれない。各キャラクターは、この技能チャレンジにおける技能判定
に初めて失敗した際、絶望デッキからカードを1枚引いて自分が被っ
た効果を決定しなければならない。プレイヤーが引いたカードの内
容に応じて適切なナレーションを加えよう。たとえば、レミィを探すた
めの〈知覚〉判定に失敗したキャラクターがCraven（臆病）のカード
を引いたなら、「木々の間で揺れる影がひときわ恐ろしく君の目に映
る」
といったふうに。このセッションが終了した時点でカードはプレイ
ヤーから返してもらうことになるが、キャラクターがまだカードの効果
を受け続けているならきちんと記録させること。

キャラクターたちが無法者の野営地でレミィに追いついた際、キャ
ラクターたちが自分たちはレミィに聞きたいことがあるだけだとはっき
り告げるなら、このハーフリングは喜んで質問に答える。ナセイレに
ついて、または今回のシャドウフェル堕ちについて知っていることを
尋ねられた場合、
レミィはナセイレに付き従ってエヴァードの墓に行っ
たことを話す。あの魔術師はその儀式を行なったが、何らかのアクシ
デントが生じ、影のようなものがナセイレの体に入りこんだ。墓所の
壁は影のエネルギーにうち震え、“それまでとは違う夜になった”のだ
という。ナセイレは気が狂ったようになり、雇った人夫たちを皆殺しに
して、レミィも殺されそうになった。彼はその時点で恐慌をきたして逃
げ出した。
レミィは絶対にデュポンデの町に戻ろうとはしないため、以上の会
話の後で戦いになる可能性もある。キャラクターたちがレミィを無理
矢理連れ戻そうとするそぶりを見せたなら、彼は無法者たちに攻撃
命令を下す。
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武器庫を確保したことは、デュポンデの町の人々がこの夜を乗り
切るための重要な第一歩となった。しかし、危険なクリーチャーた
ちはいまだ路上を徘徊している。なお悪いことに、町はパニックと
絶望に覆われつつある。
デュポンデの町に残っている最大の脅威は、シャドウフェル原住

主要技能：
〈交渉〉、
〈持久力〉、
〈事情通〉、
〈知覚〉、
〈はったり〉、
〈魔
法学〉
〈交渉〉（難易度12）：キャラクターはパニックになった住民たち
をなだめ、モンスターに関して信頼性の高い目撃情報を得る。
〈持久力〉（難易度12；集団判定）：キャラクターたちは町中を素

セッション3

デュポンデの路上にて

早く走り回ろうと努力する。各キャラクターは〈持久力〉判定を1回

の獰猛な肉食獣であるダスク・ビーストの群である。この捕食獣た

ずつ行なう。パーティの半分以上のキャラクターが成功したなら、

ちから見れば、自分たちの縄張りに突然現われたデュポンデの町は

パーティは1回分の成功を獲得する。

怯えて無力なご馳走の山に他ならない。彼らの群は町の通りをうろ
つきまわり、手ごろな獲物を探して扉を押してみたり窓に顔を近づ
けて臭いを嗅いだりを繰り返している。
もちろん、他にも多くのモンスターがいる。生き物のように動く
小さな影たちは町中に溢れ、住民たちに忍び寄っては苦しめている。

〈事情通〉（難易度19）：キャラクターは裏路地や空き家に隠れよ
うとする敵の移動を予測する。
〈知覚〉
（難易度12）：キャラクターは遠くの物音に耳を澄まし、助
けを呼ぶ叫び声やモンスターの吠える声を聞き取って、パーティを
正しい方向に導こうとする。

デュポンデの町が荒涼たるシャドウフェルに出現した際、すぐ近く

〈はったり〉
（難易度12）：キャラクターは偽りの悲鳴をあげ、近く

に数名のダーク・ワンたちもいた。彼らはすでにこの町を調べるべ

にいるモンスターをおびき寄せようとする。あるいは、キャラクター

く密偵や斥候を放っており、何か悪さをしようと企んでいる。ダー

たちは威勢のよい大部隊であるかのような物音を立てることで、モ

ク・ワンの中にはヴォンタリンの配下になった者たちもいる。

ンスターを袋小路に追い詰めようとする。

技能チャレンジ：デュポンデ内の探索

知識を元に、モンスター集団の1つがダスク・ビーストの群であると

このチャレンジはキャラクターたちが武器庫での戦いを終え、
デュポンデの路上を徘徊する他のモンスターたちから住民を守ろう
と移動を始めた時点で開始される。闇に包まれた町のあちこちから、
混乱と騒擾が巻き起こっているのが聞こえてくる。多数のモンス
ターたちが我が物顔で町の中をうろつきまわり、住民たちを脅かし
ている。誰かがこのクリーチャーどもを追い詰め、追い詰められた
人々を助け、そして扉に閂をかけ窓を閉め切って家の中に閉じこも
るように触れ歩かなければならない。
レベル：1

識別する。ダスク・ビーストは影を食べて生きるシャドウフェルの
クリーチャーである。
〈魔法学〉
（難易度19）：キャラクターは己の学識に基づき、影のク
リーチャーが潜んでいそうな場所を推測する。
成功：キャラクターたちは町中からモンスターを追い払い、住民
たちに警告を発し、ダスク・ビーストの群がいる場所をつきとめる。
影の路上の遭遇に進むこと。すべてのキャラクターはこの遭遇にお
いて攻撃ロールに＋2ボーナスを得る。
失敗：キャラクターたちは闇の中で道に迷い、ダスク・ビースト
たちとばったり出会ってしまう。影の路上の遭遇に進むこと。すべ
てのキャラクターはこの遭遇において不意を討たれる。

M at t C avot ta

複雑度：2（3回失敗する前に6回成功しなければならない）

〈魔法学〉（難易度12）：キャラクターはシャドウフェルに関する
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逃げ場はない
遭遇レベル2

技能チャレンジ成功
キャラクターたちが技能チャレンジに成功した場合、彼らはレ
ミィとその仲間たちが焚き火を消そうとするよりも先に追跡対象を
視認する。以下の文章を読み上げること：
暗がりの先、道端の木立の中に、野営の焚き火らしき灯りがちらち
らと揺れています。焚き火のまわりには粗野な外見のヒューマンた
ちとゴブリンたちが座っています。集団の中には1人のハーフリン
グもいて、背負い袋に荷物を詰め込みながら焦った様子で他の者た
ちに指示を飛ばしています。彼らはまだ皆さんに気づいていないよ
うです。

技能チャレンジ失敗
技能チャレンジに失敗したキャラクターたちは待ち伏せを受ける。
レミィはすでにこの場を去っているので、代わりに普通の山賊1体と
ゴブリンの狙い射ち屋1体をこの遭遇に登場させること。この無法
者たちは、レミィを追跡しているように見える者は誰でも襲うよう
に命令されている。以下の文章を読み上げること：
街道は闇に包まれた木立の中を通り、やがて岩がむきだしになっ
た急斜面が見えてきます。そろそろ追いついてもよさそうなものだ
と思った時、突然ときの声が上がり、闇の中からたくさんの矢が降り
注ぎます。待ち伏せされました ！

セットアップ
普通の山賊（B）

3体

ゴブリンの狙い射ち屋（G）

4体

ナセイレの従者レミィ
（R）、または山賊と狙い射ち屋を1体ずつ追加
技能チャレンジの結果に従って先ほど君が描写したとおりにモン
スターとキャラクターたちを配置すること。遭遇の開始時に光源を
所持していた者は不利になる。完全な暗闇のマスにいる敵は、灯り
に照らされたマスの中を通常通り見ることができ、不可視のままで
攻撃を行なえるからだ。

戦術
レミィがこの場にいないか倒された場合、その仲間たちは生き残
りの人数が3人以下になった時点で士気喪失して逃げだす。
山賊：山賊たちが不意討ちを受けた場合、まず攻撃を受けるリス
クなしに焚き火を消せる者がこれを消そうとする（これは焚き火に
隣接した場所での標準アクションである）。それ以外の者は敵に近
づき、デイジング・ストライクや挟撃によって戦術的優位を得よう
とする。
レミィ：このハーフリングは毎ラウンドディストラクティング・
クロークで身を護りつつ、常に戦術的優位を得られる敵へと向かう。
デスパラト・ギャンビットは目標に対して戦術的優位を得ている時
のみ使用する。レミィは防衛役PCとの戦闘を避ける。
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普通の山賊（B）3 〜 4 体
レベル 2 遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：37；重傷値：18
イニシアチブ：＋6
感覚：〈知覚〉＋1
AC16；頑健12、反応14、意志12
移動速度：6
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
この山賊は、
自分が戦術的優位を有している目標に対する近接攻撃や遠隔攻
撃では1d6の追加ダメージを与える。
標準アクション
m メイス
（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ、この山賊は1マスのシフトを行なう。
r ダガー
（［武器］）F無限回（4回／遭遇）
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d4＋5ダメージ、この山賊は1マスのシフトを行なう。
M デイジング・ストライク／幻惑打撃（［武器］）F再チャージ：この攻撃がミスし
た時
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ、
目標はこの山賊の次のターンの終了時まで幻惑状態
となる。
効果：この山賊は1マスシフトする。
技能：〈隠密〉＋9、
〈事情通〉＋7、
〈盗賊〉＋9
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】11（＋1）
【耐】13（＋2）
【知】10（＋1）
【魅】12（＋2）
言語：共通語
属性：無属性
装備：レザー・アーマー、メイス、ダガー×4
ゴブリンの狙い射ち屋（G）4 〜 5 体
レベル 1 雑魚 砲撃役
小型・自然・人型、ゴブリン
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：＋3
〈知覚〉＋1
AC13；頑健12、反応14、意志12
移動速度：6
夜目
特徴
スナイパー／狙撃手
このゴブリンは、隠れている時に行なった遠隔攻撃がミスしたなら、
隠れたま
まである。
標準アクション
m ショート・ソード
（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ。
r ショートボウ
（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ。
トリガー型のアクション
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法F無限回
トリガー：このゴブリンに対する1回の近接攻撃がミスする。
効果（即応・対応）：このゴブリンは1マスのシフトを行なう。
技能：〈隠密〉＋8、
〈盗賊〉＋8
【敏】17（＋3） 【判】12（＋1）
【筋】13（＋1）
【耐】13（＋1）
【知】8（−1）
【魅】8（−1）
言語：共通語、ゴブリン語
属性：悪
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、ショトボウ、アロー×20

池：橋の南側は水深が深くなっている。これらのマスを移動する
には泳ぐしかない。泳ぐための判定は必要ないが、1マスにつき2マ
ス多い移動と数える。池の中にいるクリーチャーは、水の外からの
攻撃に対して部分遮蔽を得る。
小川：小川は移動困難な地形である。

セッション3

ナセイレの従者レミィ（R）
レベル 3 遊撃役
小型・自然・人型、ハーフリング
hp：45；重傷値：22
イニシアチブ：＋7
感覚：
〈知覚〉＋5
AC17；頑健14、
反応16、
意志15
移動速度：6
セーヴィング・スロー：
［恐怖］効果に対して＋5
標準アクション
m ダガー
（
［武器］
）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ、
目標に対して戦術的優位があるなら3d6＋4ダメージ。
M デスパラト・ギャンビット／破れかぶれの一手
（［武器］）F遭遇毎
必要条件：レミィが重傷であること。
効果：レミィはダガーを使用する。この攻撃がヒットしたなら目標は2d6の追
加ダメージを受ける。この攻撃がミスしたならレミィは1d6ダメージを受ける。
移動アクション
（1ラウンド1回ま
ディストラクティング・クローク／めくらましのマントF無限回
で）
効果：レミィは3マスまでのシフトを行ない、
自分のこのターンの終了時まで部
分視認困難を得る。
トリガー型のアクション
セカンド・チャンス／二度目の正直F遭遇毎
トリガー：敵の攻撃がレミイにヒットする。
効果（即応・割込）：トリガーを発生させた敵はその攻撃ロールを再ロールし、
再ロールの結果の方を適用しなければならない。
技能：
〈盗賊〉
＋10、
〈軽業〉＋10、
〈はったり〉＋8
【筋】10（＋1）
【敏】18（＋5） 【判】9（±0）
【知】13（＋2） 【魅】14（＋3）
【耐】13（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ダガー、マント

樹木：木の幹のマスは移動困難な地形である。木に登るには難易
度8の〈運動〉判定が必要であり、木の高さは20フィート（4マス、約
6m）ほどである。

結末
レミィがいるにせよいないにせよ、山賊どもを倒したキャラク
ターたちは焚き火の近くで謎めいた黒い革表紙の日誌を発見する。
レミィは背負い袋に空きを作るためにこれを放り出したのだ。この
日誌はナセイレが考案した暗号で書かれており、解読には時間がか
かる。日誌の内容についてはセッション5を参照のこと。

報酬
このセッションの終了時に、キャラクターは1人あたり150XPを
受け取る。これは技能チャレンジへの取り組みおよびモンスターと
の戦闘に対する報酬である。レミィに質問して回答を得るか、レミィ
を倒すことができたなら、レミィを追うというクエストを達成した
ことになるので、キャラクターたちはさらに一人あたり300XPを得
る。レミィと会話し、仲間の山賊たちとは戦わなかった場合でも、こ
の遭遇の経験点はすべて与えること。一番重要な目的はレミィが何

このエリアの情報

を知っているのかを確かめることであり、それは会話のみで達成で

明るさ：焚き火が燃えているなら、その5マス以内は“明るい” 光に

きることなのだ。
財宝：（訳注：山賊たちと戦って倒した場合）キャラクターたちは

照らされている。焚き火が消されているなら“暗い”。
他のあらゆる光源は通常の半分の距離までしか光が届かない。

山賊たちの所持品も獲得する。その中には400sp、60gp、良質のオ

岩と丸太：これらのマスは移動困難な地形である。

パール（100gp）1つ、そして＋1アミュレット・オヴ・プロテクショ

低い崖：この崖を降りる際には、移動困難な地形とみなす。登る

ン（『プレイヤーズ・ハンドブック第4版』）が含まれている。

際には難易度8の〈運動〉判定が必要である。

G G
B
G

B
R
G

B

Start Area

Start Area

(Skill Challenge Failure)

Jason A . Engle

(Skill Challenge Successful)
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影の路上
遭遇レベル2

セットアップ
ダスク・ビースト
（D）

3体

リーチング・シャドウ
（L）

2体

影の弩兵（B）

1体

セットアップの時点では影の弩兵およびリーチング・シャドウは
配置しないこと。キャラクターたちの開始位置からはダーク・ワン
の位置は見えないし、シャドウたちは事実上不可視である。シャド
ウたちは自分のターンになると建物の中から出現する。
DMの準備が整ったら以下の文章を読み上げること：
皆さんは町の中心部に向かおうとしていますが、デュポンデを覆
う闇のせいで町の通りは視界が悪く迷路のようになっています。曲
がり角を通った時、3体のクリーチャーたちがあちこちの扉の周り
をうろついているのが見えました。それは影が固体化して肉食のド
レイクに似た姿になったものです。トゲのついた長い尻尾、2つあ
る首はどちらも大きく口を開き、無数の牙をのぞかせています。影
の獣たちはシュウシュウと恐ろしげな息を漏らし、くるりと振り
返って皆さんの方に向かってきます。
リーチング・シャドウたちが現われた時点で以下の文章を読み上げる
こと：
近くの建物の軒下から、生き物のように動く小さな影が突然あら
われて、するすると皆さんの方に向かって来ます。その形は身を屈
めた子供の影のようです。
影の弩兵が攻撃を行なった時点で以下の文章を読み上げること：
住宅の間の路地に外套をまとった小型の人型クリーチャーが潜ん
でいます。足先は割れた蹄になっており、暗い色の革鎧を身につけ
ています。そのクリーチャーがクロスボウを構えると、矢の先端に
闇のエネルギーが集まり始めます。

戦術
影の弩兵：このクリーチャーは後方に留まり、劣勢のキャラクター
をブラック・ボルトで狙撃する。デッドリィ・プレシジョンを活用
するために、なるべく仲間が挟撃している敵を狙う。他のモンスター
がすべて倒されると影の弩兵は逃走する。
ダスク・ビースト：活きの良い獲物の気配を嗅ぎつけたダスク・ビー
ストたちは最寄のキャラクターに突撃する。彼らにとっては自分で
獲物を殺すことが重要であるため、戦闘が続くにつれて別々のキャ
ラクターに向かおうとすることが多い。ダスク・ビーストたちは自
分の目標を壁などのしっかりとした実体を持つ物体に向けて押しや

リーチング・シャドウ（L）2 体
レベル 1 雑魚 奇襲役
小型・シャドウ・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：＋7
感覚：〈知覚〉＋1
AC15；頑健13、反応14、意志12
移動速度：6、飛行6（ホバリング）
特徴
ボーン・オヴ・シャドウズ／影より生まれしもの
このシャドウは完全視認困難でなく部分視認困難を得ているだけで、
隠れる
ための
〈隠密〉判定を行なうことができる。
標準アクション
m シャドウ・メルド／影に溶け込む
（［死霊］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：4［死霊］
ダメージ。このシャドウはシフトして目標の接敵面に入り、
目標
の影と一体化する
（セーヴ・終了）。目標の影と一体化している間、このシャド
ウは“ゲームから除外”され、
目標は戦術的優位を与え、かつ継続的
［死霊］
ダ
メージ4を受ける。目標がこの効果に対するセーヴに成功すると、このシャドウ
は目標に隣接するマス
（このシャドウが選ぶ）
に出現する。
技能：〈隠密〉＋8
【筋】11（±0）
【敏】16（＋3） 【判】13（＋1）
【知】5（−3）
【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
属性：悪
言語：共通語

このエリアの情報
明るさ：“暗い”。あらゆる光源は通常の半分の距離までしか光が
届かない。
茂みと生垣：これらの植物のマスは移動困難な地形であり、“軽度
に隠蔽”されている。
荷馬車：荷馬車の床面は地面よりも3フィート（約90cm）高い。荷
馬車の上に乗ることは1マス多い移動と数える。

り、獲物を伏せ状態にしてから、ツーモウ・レンドを使おうとする。

扉：建物の外側の扉は施錠されており、開けるためには難易度12

リーチング・シャドウ：このクリーチャーたちはこっそりと戦場に

の〈盗賊〉判定で開錠するか難易度19の〈運動〉判定で扉をこじ開け

忍び込み、仲間から孤立したキャラクターを攻撃する。
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ダスク・ビースト（D）3 体
レベル 2 暴れ役
中型・シャドウ・野獣
hp：44；重傷値：22
イニシアチブ：＋3
感覚：〈知覚〉＋3
AC14；頑健15、反応14、意志14
移動速度：6
特徴
ツーヘッデッド・ガード／双頭の警戒
敵はダスク・ビーストを挟撃しても戦術的優位を得ることができない。また、ダ
スク・ビーストは幻惑状態であっても機会アクションおよび即応アクションを
行なうことができる。
標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ、
目標を1マス押しやることができる。目標を押しやるこ
とができない場合、代わりに目標を伏せ状態にする。
M ツーモウ・レンド／喰いちぎる双つ顎F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対AC
ヒット：3d6＋4ダメージ。
トリガー型のアクション
バーブド・テイル／トゲつきの尾F再チャージ：初めて重傷になった時
トリガー：敵がこのダスク・ビーストに隣接するマスに入る。
攻撃（即応・対応）：近接・2（トリガーを発生させた敵）；＋5対“頑健”
ヒット：1d6＋4ダメージ、
目標を伏せ状態にする。
【敏】14（＋3） 【判】15（＋3）
【筋】17（＋4）
【耐】14（＋3）
【知】2（−3）
【魅】10（＋1）
言語：—
属性：無属性

る必要がある。

大木：木の幹のマスは遮断地形である。この木に登るには難易度
8の〈運動〉判定が必要であり、高さはおよそ40フィート（8マス、約
12m）である。
天幕：この天幕は、天井の幕の部分以外は開いているため、移動を
妨げることはない。
階段：この階段は移動困難な地形である。
井戸：この井戸の高さは路面から3フィート（約90cm）である。水
面は井戸の縁から20フィート（4マス、約6m）下にある。井戸の中を
登るには難易度19の〈運動〉判定が必要である。櫓と石組があるため、
井戸の中に押しやられ、引き寄せられ、あるいは横滑りさせられそう
になったクリーチャーは、落下を防ぐためのセーヴィング・スロー
に＋5ボーナスを得る。

結末
周囲の民家をざっと確認すれば、住人たちは無事であることが分
かる。住民たちはキャラクターたちにお礼を述べた後、ふたたび扉
を施錠して家にこもる。

報酬
このセッションの終了時に、キャラクターは1人あたり450XPを
受け取る。これは技能チャレンジに取り組んだこと、モンスターと
の戦闘、そしてデュポンデを守るというクエストを達成したことに
よるものである。
財宝：ダーク・ワンのベルト・ポーチには、100gpとエメラルド
(100gp)1つが入っており、また首には＋1アミュレット・オヴ・プ
ロテクション（『PHB』）が下がっている。

影の弩兵（B）
レベル 5 砲撃役
小型・シャドウ・人型、ダーク・ワン
hp：50；重傷値：25
イニシアチブ：＋6
感覚：〈知覚〉＋9
AC：17；頑健16、反応17、意志16
移動速度：6
暗視
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位（［死霊］）
影の弩兵は戦術的優位を得ている敵にヒットを与えたときには常に、5ポイン
トの追加［死霊］
ダメージを与える。さらに、そのクリーチャーに隣接しているそ
のクリーチャーの味方は皆、5の
［死霊］
ダメージを受ける。
デッドリィ・プレシジョン／致命的な狙い
味方が挟撃している敵に対し、影の弩兵が遠隔攻撃を行なう場合、
影の弩兵
はその敵に対して戦術的優位を得る。
標準アクション
m ダガー
（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d4＋5ダメージ。
r ブラック・ボルト／黒の太矢（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋10対 “頑健”
ヒット：1d8＋5ダメージ、
目標は機会攻撃を誘発するたびに5ダメージを受ける
（セーヴ・終了）。
移動アクション
ダーク・ステップ／闇の歩法F無限回
効果：この影の弩兵は4マスまで移動する。この移動により誘発した機会攻撃
に対して＋4のボーナスをACに得る。加えて、この影の弩兵はこの移動の終
了時点で隣接しているすべてのクリーチャー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
キリング・ダーク／死に際の闇
トリガー：この影の弩兵のヒット・ポイントが0になった。
効果（アクション不要）：この影の弩兵に隣接している敵はすべて、
次のそのク
リーチャーのターン終了時まで盲目状態になる。
技能：〈隠密〉＋11
【筋】11（＋2）
【敏】18（＋6） 【判】15（＋4）
【耐】14（＋4）
【知】11（＋2） 【魅】11（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ダガー、クロスボウ、ボルト×20

セッション3

家具調度および物資：これらのマスは移動困難な地形である。
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セッション4：エヴァードの墓
キャラクターたちはこの時点で、急を要する課題またはシャドウ

する。彼は林の中での出来事が町に何らかの脅威をもたらすか否か
を知りたがっている。レミィが逃げてしまっている場合、グリムボ
ルドは落胆の色を見せるが、それでもPCたちの苦労には感謝する。

フェルの脅威—町に侵入した危険なモンスター、またはナセイレ

モンスターや山賊どもを退治してくれたことにはとりわけ厚く礼を

の従者が逃げ出したこと—への対処を一通り済ませている。とな

述べる。

れば次は、冒険者たちが真相を突き止める時だ。前回のセッション

グリムボルドはキャラクターたちが出かけていた間に町で起きた

でレミィを追いかけていた場合、このセッションは『デュポンデへの

ことを説明する。彼は衛兵たちを呼び集めで武装させ、どうにかし

帰還』から始まる。町の中でモンスターを退治していた場合は、『平

て最悪のモンスターたちの襲撃を食い止めた。武器庫の黒い蜘蛛、

和の礼拝堂』から始まる。

路上を徘徊する影の獣、倉庫に入り込んだ巨大ネズミの群などであ

デュポンデへの帰還
キャラクターたちがデュポンデに帰ってくると、今か今かと待っ
ていたグリムボルドがさっそく話しかけてきて、キャラクターたち
が発見したことを尋ねる。まずは以下の文章を読み上げること。
町の郊外で山賊どもを片付けた後、皆さんは来た道を戻り、町を出
てから2時間ほどで再びデュポンデに戻ってきました。町の門を守っ
ていた4人の衛兵たちは、皆さんを見つけると保安官を呼びに行き、
すぐにグリムボルドがやってきます。グリムボルドとその部下たち
は皆さんがいない間も相当の激戦を経験していたようです。
「おお、無事に帰ってきてくれたか ！」保安官が声をかけます。「何
が分かった ？

あのハーフリングは見つかったか ？」

プレイヤーたちに前回と前々回のセッションでキャラクターたち
が経験した重要なシーンを思い出してもらおう。保安官は話の途中

外を出歩いていた者を襲ったりして、住民に幾人もの死傷者が出た。
グリムボルドはキャラクターたちにこれからも手伝ってくれるよ
う頼む。次は何をすればいいのかと聞かれたなら、町の墓地が心配
だと話す。続けて以下の文章を読み上げること。
「あんた方がこれからも手を貸してくれるなら、うちの部下から気
になる報告があってな。墓地の近くの住民たちが、今回の出来事が
起きる直前に怪しいものを見聞きしたと言っている。禍々しい言葉
で何かを唱えるような声、霊廟の周囲で動き回る影、木々の間で踊る
鬼火などだ。それらの後で、この夜は今のような状況に変化したと
いうことらしい。衛兵たちは町中に入り込んだ化け物やら何やらに
手一杯で、墓地に回す余裕は無い。俺にひとつ貸しを作ると思って、
墓地の方を見に行ってきてくれないか」
PCたちが墓地に着いた時点で、荒らされた墓所の遭遇を始めるこ
と。

Da a r k e n

でしばしば口を挟み、敵の正確な人数や細かい事実を確認しようと

る。さまざまなクリーチャーどもが民家に押し入ったり、無謀にも
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セッション4

平和の礼拝堂
武器庫を確保し、町中から影の化け物たちを排除したキャラク
ターたちは、一躍住民たちのヒーローになる。まず以下の文章を読
み上げること。
町の通りをうろついていたダスク・ビーストの群を退治してから
間もなく、2人組の衛兵が皆さんを見つけ、“平和の礼拝堂”のゼラン
修道士があなた方に会いたがっていると告げます。衛兵たちに案内
されて町の西外れに向かうと、崩れかけた鐘楼の脇に小さな寺院が
見えてきます。この建物は臨時の避難所になっているようで、中は
住民たちがぎゅうぎゅう詰めです。武装した6人の男たちが入り口
と周囲の路上を見張っています。
人々をなだめていた背が低く太めの老司祭は、皆さんを見つける
そば

と側に来るよう手招きします。「わしはこの礼拝堂を管理しとる修
道士のゼランじゃ」と彼は話し始めます。「グリムボルド殿の部下か
ら聞いた話では、お前さん方が影の魔物を退治してくれたそうじゃ
な。わしにも何かしらお前さんたちを手伝えることがあるんじゃな
いかと思うぞ」
ゼランは頑固で精力的な老人であり、礼拝堂に避難してきた人々
を見守るという仕事がなければ自分もメイスと聖印を携えてモンス
ターと戦いに行くつもりであると気炎を上げている。だがそれはほ
ら吹きもいいところだ。賢明な彼は現在デュポンデを脅かしている
危険が自分の手に余るものであることを承知の上で、わざと大口を
叩いているのである。彼はキャラクターたちが今晩見たものと成し
遂げたことを聞きながら、時々「そ奴らにはふさわしい報いじゃ」だ
の「邪悪なクリーチャーどもはそうなるのが当然じゃ！」などと合い
の手を入れる。
PCたちの話を聞き終えたなら、ゼラン修道士はパーティに自分が
知っていることを話し始める。

ゼラン修道士はキャラクターたちに赤い宝石のはまった金色の聖
印を渡す。これは“曙の聖印”と呼ばれる品で、魔法のアイテムではな
いが、セッション12においてキャラクターたちがヴォンタリンと対
峙する際には特別な効果を発揮する。
ゼラン修道士はPCたちを、急いで墓地に向かい、そこで何が起き
たのかを調べるようにと急き立てる。キャラクターたちが墓地に向
かう準備ができたなら、荒らされた墓所の遭遇に進むこと。

日の出
このセッションの締めくくりは、デュポンデの長く恐ろしい夜が
明けるシーンである。日の出の時刻になると普段どおりの太陽が登

「一連の厄介ごとの発端は、丘の下にある墓地に違いないぞ。町が

り、町はシャドウフェルから元の世界に戻る。

影に覆われる直前、遠くの方から呪文を唱えるような声が聞こえた
んじゃ。戸口に出てみると、墓地の木立の中を鬼火が踊っていて、い

じめじめとした墓所の暗闇を出ると、墓地はひっそりと静まりか

くつかの暗い人影がこそこそと墓にしのびこんどった。わしが見た

えっています。アンデッドや影のモンスターたちはうろついていま

のはおそらく、年寄りフクロウ亭に泊まっとった魔術師っぽい奴だ

せんが、行方知れずの魔術師に関する手がかりもありません。そし

と思う。

て東の空から、かすかに朝日が差し込んできます。

わしはその怪しい奴らの方に向かおうとしたんじゃが、わしが近

その時突然、皆さんは数時間前に年寄りフクロウ亭で感じたのと

くまで行く前に恐ろしい叫び声が聞こえての。そのとたん墓地から

同じ眩暈のするような感覚に襲われ、頭の中と五臓六腑がひっくり

闇の力が波打つように広がって、それで夜は今のありさまじゃ。

返りそうになります。世界全体が明るくなり、色彩も元通りになり、

わしの話はこれだけじゃが、最後におまえさん方に渡したいもの

夜の間中のしかかっていた不安感も消え去ります。デュポンデの町

がある。今から50年前、わしがまだ修道士見習いだったころ、ヴォ

は元の世界に帰ってきたようですが、いつまたシャドウフェルに

ンタリンという名の魔術師がこの礼拝堂にやってきて、これを預け

引っ張られるかと誰もが心配しています。

たきり行方不明になったんじゃ。彼は言っとった。これは影の力に
このセッションの終了後、キャラクターたちは大休憩を取ること

にはきっとこれが役に立つだろうと。おまえさん方が墓地に向かう

ができる。昼過ぎまでぐっすりと寝て、消耗したリソースの回復に

つもりなら、これを持っていくのがよかろう」

努めることになるだろう。

L e e M oy e r

対抗する力を持つ護符であり、デュポンデの町が影に脅かされる時

25

荒らされた墓所
遭遇レベル3

セットアップ
つかみかかるゾンビ（Z）

3体

リーチング・シャドウ
（L）

4体

グールの贄探し（G）

2体

セットアップを開始する前に、プレイヤーたちに難易度18の集団
〈知覚〉判定を行なわせること。パーティの半分以上のキャラクター
が成功したなら、PCたちはゾンビだけでなくリーチング・シャドウ
も視認できる（訳注：ゾンビには判定の成否にかかわらず全員が気
づく）。半分以上のキャラクターが難易度21以上を達成したなら、
グールにも気づく。キャラクターたちが発見できなかったクリー
チャーは隠れた状況で戦闘を開始する。隠れているモンスターは、
攻撃を行なうまでマップ上に配置しないこと。
キャラクターたちが墓地に到着した時点で以下の文章を読み上げるこ
と：
この町の墓地には、奇妙に傾いた苔むした古い墓石と、ねじまがっ
た葉の無い木々が立ち並んでいます。丸石を敷き詰めた鉤状の歩道
こわ

は、あちこちで石がひび割れ、隙間から針金のような強い草が突き出
しています。町全体を覆っている超自然的な陰鬱さは、この場所で
は特に強く感じられます—空気中に満ち満ちた恐怖が肌で感じ取
れるほどです。奥まった場所に石造りの霊廟があり、その屋根は身
を屈めた小さなガーゴイル像で飾られています。皆さんと霊廟の間
に、泥だらけの服をまとったぶかっこうな人影がいくつか立ちはだ
かり、暗がりの中をよろよろと近寄ってきます。この連中はつい最
近殺されたばかりのように見えます。
つかみかかるゾンビ（Z）3 体
レベル 1 暴れ役
中型・自然・自律体（アンデッド）
hp：33；重傷値：16
イニシアチブ：−1
感覚：
〈知覚〉−1
AC13；頑健14、
反応11、
意志11
移動速度：4
暗視
［病気］
完全耐性：
［毒］、
特徴
ゾンビ・ウィークネス／ゾンビの弱点
このゾンビに対するクリティカル・ヒットは、即座にそのヒット・ポイントを0に減
少させる。
標準アクション
m スラム／叩きつけF無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d12＋3ダメージ
（つかまれている目標に対しては1d12＋8）。
M ゾンビ・グラスプ／ゾンビのわしづかみ F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：このゾンビがクリーチャーをつかんでいないなら、
目標はつかまれる
（脱
出難易度12）
。
トリガー型アクション
デスレス・ハンガー／死に切れぬ飢えF遭遇毎
トリガー：このゾンビのhpが、クリティカル・ヒット以外によって0以下に減らさ
れる。
効果（アクション不要）：1d20をロールする。15以上が出たなら、このゾンビ
のhpは1までしか減らない。
【筋】16（＋3）
【敏】8（−1）
【判】8（−1）
【知】1（−5）
【魅】3（−4）
【耐】13（＋1）
言語：—
属性：無属性
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グールの贄探し（G）2 体
レベル 4 奇襲役
中型・自然・人型（アンデッド）
hp：45；重傷値：22
イニシアチブ：＋10
感覚：〈知覚〉＋9
AC：18；頑健14、反応16、意志15
移動速度：8
暗視
［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
完全耐性：［毒］、
特徴
シャドウ・スカルク／薄闇隠れ
このグールが隠れるための
〈隠密〉判定を行なうためには、良好な遮蔽や完全
視認困難を必要とせず、ただ遮蔽や視認困難を得ているだけでよい。
標準アクション
m クロー／爪F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ、
目標は動けない状態になる
（セーヴ・終了）
。
M プリペア・フォー・サクリファイス／生贄の支度F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体；このグールは自分のターンの開始時にその
クリーチャーに対して隠れていなければならない）；＋9対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ。このグールは目標を伏せ状態にし、かつ目標をつか
む。目標はこのつかみから脱出するための試みに−2のペナルティを受け、か
つ、このつかみが終了するまでは立ち上ることができない。
M レンダー・アントゥ・オルクス／オルクスへの捧げもの
（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（このグールにつかまれている伏せ状態のクリーチャー1体）
；
＋9対AC
ヒット：2d8＋9ダメージ。
技能：〈隠密〉＋11、
〈軽業〉＋11
【筋】12（＋3）
【敏】19（＋6） 【判】14（＋4）
【知】10（＋2） 【魅】11（＋2）
【耐】15（＋4）
属性：混沌にして悪 言語：共通語
装備：ダガー
リーチング・シャドウ（L）4 体
レベル 1 雑魚 奇襲役
小型・シャドウ・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：＋7
感覚：〈知覚〉＋1
AC15；頑健13、反応14、意志12
移動速度：6、飛行6（ホバリング）
特徴
ボーン・オヴ・シャドウズ／影より生まれしもの
このシャドウは完全視認困難でなく部分視認困難を得ているだけで、
隠れる
ための
〈隠密〉判定を行なうことができる。
標準アクション
m シャドウ・メルド／影に溶け込む
（［死霊］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：4［死霊］
ダメージ。このシャドウはシフトして目標の接敵面に入り、
目標
の影と一体化する
（セーヴ・終了）。目標の影と一体化している間、このシャド
ウは“ゲームから除外”され、
目標は戦術的優位を与え、かつ継続的
［死霊］
ダ
メージ4を受ける。目標がこの効果に対するセーヴに成功すると、このシャドウ
は目標に隣接するマス
（このシャドウが選ぶ）
に出現する。
技能：〈隠密〉＋8
【筋】11（±0）
【敏】16（＋3） 【判】13（＋1）
【知】5（−3）
【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
属性：悪
言語：共通語

結末

グールの贄探し：戦闘の開始時に隠れていた場合、グールたちは自

墓地に巣食っていたアンデッドどもを退治した後、キャラクター

分が1回の移動で隣接できる場所にいずれかのキャラクターが来る

たちはエヴァードの墓所を調べることができる。扉をこじ開けた誰

まで待ち続け、まずプリペア・フォー・サクリファイスを使用する。

かが使ったと思しきかなてこが歩道の上に放置されている。この遭

隠れていなかった場合、敵との距離を詰めつつ〈隠密〉判定を行なえ

遇に登場したゾンビたちは、ナセイレがこの墓を暴くために雇った

るような場所に移動して隠れ、次のラウンドにプリペア・フォー・

人夫たちの成れの果てである。

セッション4

戦術

墓所の捜索：霊廟の中には大きな棺があり、こちらもこじ開けら

サクリファイスを使用する準備を整える。
つかみかかるゾンビ：この死体たちは最寄の生きているクリー

れている。中にはぼろぼろのローブをまとった黒ずんだ骸骨が納め

チャーによろよろと近づいて攻撃する。ゾンビはまず目標をゾンビ・

られている。キャラクターおよび町の住民たちがエヴァードの遺骨

グラスプでつかみ、次につかんだ相手にスラムを行なう。知性はほ

だと信じているこの骨は、実はヴォンタリンの亡骸である。骨は黒

とんどないため、自分が挟撃される危険性も認識できない。

ずんでいるものの、保存状態は良好である。棺を開けた何者かは、封

リーチング・シャドウ：このクリーチャーたちはパーティがゾンビ

印をこじ開けただけでそれ以上何もしなかったかのようで、遺骨は

と接敵するまで待ち続け、ゾンビの相手に夢中のキャラクターに奇

手付かずのままである。難易度19の〈魔法学〉判定に成功したキャラ

襲をかける。彼らは挟撃を取るためにゾンビを活用する。

クターは、ここでつい最近、何らかの魔法的な罠が発動したことに気
づく。

このエリアの情報

ナセイレの日誌：キャラクターたちがセッション3の遭遇『逃げ場

明るさ：“暗い”。あらゆる光源は通常の半分の距離までしか光が
届かない。
ベンチ：これらのマスは移動困難な地形である。
茂みと生垣：これらの植物のあるマスは移動困難な地形であり、“軽
度に隠蔽”されている。
霊廟：この墓所の鉄製の扉は開いており、窓はない。屋根の高さ
は縁の部分で地面から10フィート（2マス、約3m）ほどであり、壁を
登るには難易度19の〈運動〉判定が必要である。
暴かれた墓穴：この浅い墓穴に落ちたクリーチャーは1d6ダメー
ジを受ける。穴の中から這い上がるのは2マス多い移動と数える。
池：水のある部分は移動困難な地形である。
像：台座は高さ5フィート（1マス、約1.5m）の遮断地形である。台
座の上によじ登るのは難易度8の〈運動〉判定を要する。

はない』でナセイレの日誌を手に入れていない場合、ここで日誌が発
見される。黒い革表紙つきの日誌が棺の近くに落ちている。この日
誌はナセイレが考案した暗号で書かれており、解読には時間がかか
る。日誌の内容についてはセッション5を参照のこと。
日の出：キャラクターたちがこの場所を調べ終わったなら、P.25
の『日の出』のシーンに移ること。

報酬
モンスターとの戦闘、グリムボルドおよびゼランとのやり取り、墓
所の調査によって、キャラクターは1人あたり200XPを受け取る。
ここまですべてのセッションに参加したプレイヤーのキャラクター
は、セッション3でクエストを達成していれば、この時点で1,000XP
に到達し、2レベルにレベルアップできる。

墓石：墓石のあるマスは移動困難な地形である。
樹木：木の幹のマスは移動困難な地形である。木に登るには難易
度8の〈運動〉判定が必要であり、木の高さは20フィート（4マス、約
6m）ほどである。

L
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L
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第2章

ヴァルカンの招き
キャラクターたちが大休憩を終えて間もなく、ヴァルカンという

これより始まるはエヴァードが残した影の第2章である。この章
の遭遇は2レベルのキャラクターたちを想定している。君のグルー
プのキャラクターのほとんどが1レベルである場合は、P.2の遭遇を
調整するを参照せよ。すべてのキャラクターは大休憩を取り、hpと
回復力を最大まで回復し、1アクション・ポイントを持ち、一日毎パ
ワーをすべて使える状態になっているはずである。
絶望デッキ：絶望デッキを使用している場合、それぞれのプレイ
ヤーにこのデッキからカードを1枚ずつ引かせること。引いたカー

名のヒューマンの少年が伝言を伝えにやってくる。ヴァルカンは
シャドウフェルについてよく知っているヴィスタニという集団に属
する子供である。彼が来た時点で以下の文章を読み上げること。
皆さんが休憩を終えて身支度を整え終わったちょうどその時、1
人の少年がやって来ます。黒髪のヒューマンで、年のころは10代半
ばでしょうか。彼は皆さんに会釈して言います。「お忙しいところ
を失礼します。僕はヴィスタニのヴァルカンと言います。うちの祖

ドはそのプレイヤーのキャラクターに作用を及ぼす。

母が言うには、皆さんは次の日没よりも前に祖母の家に来なければ

セッション5：ヴィスタニ

まして、自分が見たものは皆さんに必ず伝えるべきことなのだと

ならないのだそうです。僕の祖母には見えない世界を見る力があり
言っています。来てくださるなら、もちろん道案内もいたします」

デュポンデの長い夜はようやく明けた。日の出と共に町はシャド

ヴァルカンは物静かで真面目な少年であり、実年齢よりも賢そう

ウフェルからこの世界に戻ったのだ。さて問題なのは、いつまでこ

に見える。彼はとても礼儀正しく、PCの質問に対しては「マザー・

の世界にいられるのかということだ。キャラクターたちはこの町で

グリヴェルダは皆さんがそう言うだろうと言っていました」「僕に

何が起きているのか、事の真相を解き明かすことができるだろうか。

はそういった質問にお答えできるだけの知識が足りませんが、マ
ザー・グリヴェルダはとても知恵深い方です」「その件については
マザー・グリヴェルダに直接お尋ねください。ここからそう遠くな

ナセイレの日誌
ナセイレの日誌を持っている者は、これを読み解いて彼が何を企
んでいたのかを知りたいと思うだろう。しかし、この日誌は難解な秘
術的知識とあいまいな比喩、そして盗み見を防ぐためにナセイレが考
案したやっかいな暗号で記されている。日誌の解読には1時間がか
かる。このセッション開始時の大休憩は、キャラクターたちが日誌の
解読に時間を費やせる初めての機会である。
日誌の解読は単純な技能チャレンジである。難易度19の〈魔法
学〉、
〈歴史〉、または〈看破〉
の判定が必要であり、判定1回ごとに2
時間を要する。3回失敗する前に4回の成功を収めることができたな
ら、この日誌を解読できたことになる。この判定に1回失敗したキャ
ラクターは、レベルが上がるまでは再挑戦できない。解読に成功し
たならセッション13での技能チャレンジにおいて利益が得られる上、
以下の情報を得る。

Fナセイレは才能ある魔術師であり、影の魔法を研究していた。
F彼はとても野心的だが、その一方で忍耐力には欠けており、本物
の力を手に入れる近道を探していた。

F彼は死んだ魔術師の魂を呼び出して秘術エネルギーを奪い取り、
盗み取った力をオーブなどの容器に蓄えるという儀式を考案した。

Fナセイレがエヴァードの墓を探していた理由は、エヴァードが影の

い所に住んでいるのですから」のように答える。
〈看破〉（難易度12）：ヴァルカンの言動に裏表はない。彼はキャ
ラクターたちができる限り早く祖母と話をすべきであると心の底か
ら信じている。
〈歴史〉
（難易度12）：ヴィスタニは放浪者、霊能者、それに厄介ご
との種として知られる部族的な集団である。彼らは時としてシャド
ウフェルまでも旅をすると言われている。
キャラクターたちがヴァルカンに付いて行きたがらない場合、
デュポンデの他の住民たちも、あの占いお婆の言うことは聞いてお
いた方がいいと勧める。このヴィスタニの女性は完全に信用されて
いるわけではないが、グリヴェルダが見えざるものを見ることので
きる見者であることは知れ渡っているのだ。キャラクターたちが
ヴァルカンについて行くことを決めたなら、出発の前に好きなだけ
準備をさせてよい。それが済んだなら『マザー・グリヴェルダの家』
に進む。

マザー・グリヴェルダの家
キャラクターたちがヴァルカンの祖母の家に向かうことになった
なら、以下の文章を読み上げること。

魔法の発見者として有名だったからである。ナセイレはエヴァード
と同じくらい強力な魔術師になることを夢見ていた。

ヴァルカン少年は皆さんを、デュポンデの南の郊外に続く道へと
連れて行きます。1マイルほど歩いたところで脇道にそれ、農家らし
き一軒屋に向かって行きます。柵に囲まれた庭には色鮮やかな幌の
ついた大きな馬車が停められているのが見えます。彼は皆さんを正
面玄関に案内し、1回ノックしてから扉を開けます。
「お婆様、あの方々をお連れしました」と少年は呼びかけます。
開いた玄関の扉ごしに、暖炉の側に座るカラフルなショールを羽
織った老婆の姿が見えます。「ご苦労様だね、ヴァルカンや」彼女が
返事をします。「いい子ついでに、暖炉に薬缶をかけてお茶の準備を
しておくれ。このお客様とはずいぶん長い話になるだろうから」
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セッション5

彼女は皆さんが入ってくるまで待ってから、どことなく凄みのあ
る落ち着いた微笑を浮かべます。「さて坊やたち、あたしのなぞなぞ
が分かるかい：エヴァードの墓に葬られたのはだあれだ ？」
グリヴェルダは優しいお祖母さんのように振る舞い、客人を“坊や”
とか “お嬢ちゃん” などと呼んで、どんなお世辞にも微笑で返す。し
かし今の彼女は声鋭く、ふだんの親しげな態度を脱ぎ捨てて、冷静で
確信に満ちた理性的な口調で話す。彼女はとても勘が鋭く、疑念や
嘘偽りにはすぐに気づく。
グリヴェルダは『冒険の背景』に書かれていることをおおむね知っ
ており、知らない部分もほぼ正しく推測している。50年前の魔術師
同士の決闘で生き残ったのはエヴァードの方であること、エヴァー
ドがヴォンタリンをデュポンデの墓地に偽って埋葬させたことを、
彼女は知っている。エヴァードが今どこにいるのか、そもそも彼が
生きているのかどうかまではさしもの彼女も知らない。しかし、見
えざるものを見る第二の視覚という恩寵を持つ彼女は、ヴォンタリ
ンの亡霊が自分の墓を荒らした無分別な魔術師に憑依したことを見
抜いている。特定の質問に対するグリヴェルダの回答は以下のとお
りである：
エヴァードの墓に埋葬されているのは誰なんだ？：「あれはエヴァー
ドじゃないんだよ、坊や。霊がこのグリヴェルダ婆さんに話してく
れたのさ。昔々、エヴァードは1人の敵を殺すためにデュポンデの町
にやって来た。で、殺したヴォンタリンて奴を町の墓地に葬って、そ
の晩死んだのはエヴァードの方だと皆に信じこませたのさ。エ
ヴァードみたいに敵の多い男にとっちゃ、実に頭のいいやり方だよ」
ナセイレは何をしでかしたのだ？：「それはあの男の名前だね ？

グリヴェルダの占い
キャラクターたちが占いを頼んだ場合、マザー・グリヴェルダはそ

あたしは顔しか見てないんだよ。直接会ったことはないが、あの魔

のキャラクターの未来を占ってくれる。そのプレイヤーに1d20をロー

術師の小僧はずいぶんと野心家で、自信過剰で、力に飢えとったよ。

ルさせること。その結果はこのセッションの後の方で用いるために記

それで、あやつはヴォンタリンの亡霊を目覚めさせちまったのさ、坊

録しておく。このセッションの遭遇でプレイヤーが攻撃ロールまたは

や。その理由や手段まではあたしにも分からんがね」

セーヴィング・スローを行なうまでは、プレイヤーたちにはこのロール

デュポンデが影の世界に入り込んでしまった理由が分かるか？：
「こ

にどういう意味があるのかを教えてはならない。

れはエヴァードの呪いだよ。あやつは万が一敵が墓場から蘇ってき

10以上の目が出たなら、そのプレイヤーはこのセッションにおいて

た時のために、敵を閉じ込める恐ろしいまじないをこさえていった

1回の攻撃ロールまたはセーヴィング・スローを行なう際、ロールを

のさ。で、今はあたしたちもそのまじないに捕まっちまったのよ」
今のデュポンデは安全なのか？：「答えはノーだよ、坊やたち。デュ
ポンデは日が沈むたびに影の中に引き込まれ、日の出まではそのま

行なわずに記録しておいた目を用いることができる。グリヴェルダは
これを
「お前さんはもうすぐ幸運に出会えるよ！」
と言う。
9以下の目が出たなら、そのプレイヤーはこのセッション内で初め

まさ。何日かはそんな状態が続くけど、間もなくデュポンデは闇の

て攻撃ロールまたはセーヴィング・スローで10以上の目が出た際、

世界から帰れなくなる。エヴァードの呪いはそれほどまでに強いの

それを記録しておいた目に置き換えなければならない。グリヴェルダ

さ」

は舌打ちして
「不運が待ちかまえとるよ、気をつけな！」
と言う。

デュポンデの町を救うにはどうしたらいい？：「あの魔術師の若造が
しでかした失敗を正すことだね。ヴォンタリンの魂は遺骨から解き
放たれ、あの魔術師に入り込んで自由に歩きまわっとる。そしてエ
ヴァードの呪いは、エヴァードの敵を永遠に影の中に閉じ込めよう
としとる。ヴォンタリンをもう一度眠らせれば、エヴァードの呪い
も眠っちまうはずさね。そのためにはあの魔術師の若造を見つけ出
し、中に入っとるヴォンタリンの魂を引きずりださにゃならん」
ヴォンタリンは今どこにいる？ ナセイレはどこ？：「それはあたしの
目にも見えないんだよ、坊やたち。ひょっとしたら今は“向こう側”に

吠え猛る狼たち
プレイヤーたちがマザー・グリヴェルダと話すことはもう無いと
言うか、DMがそろそろ戦闘遭遇に進むべきころあいだと判断したな
ら、咆え猛る狼たちの遭遇を始めること。デュポンデを覆った闇の呪
いによってこの町の郊外まで引き寄せられてきた1体のワーウルフ
とグレイ・ウルフの1群が狩を始める。

いるのかもしれないよ。ま、あたしがあんたたちだったら、まずは
ヴォンタリンの屋敷跡を調べに行くけどね。魂だけになったからと
いって、長いこと住んでいた屋敷のことを忘れたりはしないだろう
さ」
Dav e A l l s o p

ここからヴォンタリン邸の探索というクエストが始まる。
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咆え猛る狼たち
遭遇レベル1

セットアップ
狂乱のワーウルフ
（F）

1体

グレイ・ウルフ
（W）

3体

マザー・グリヴェルダ
ヴァルカン
キャラクターたちは農家の狭い台所兼居間に座っている状況で遭
遇が始まる。見張りに立つ事を宣言していたり、家の中に入ってい
なかったキャラクターは、正面玄関から2マス以内の位置に立ってい
る。
遭遇が始まった時点で以下の文章を読み上げること：
家の外のすぐ近くから獣が吼える声が聞こえます。痩せさらばえ
た狼が木々の間を駆け抜けてこの家に迫っています。人間と狼を混
ぜ合わせたような爪の長いクリーチャーが、後ろ足で立って狼と共
に近づいてきます。
「お婆様、狼です ！」ヴァルカン少年が叫びました。
マザー・グリヴェルダは陰鬱な様子でうなずきます。「坊や、影の
ある所には闇の生き物がうろついているものさ。これは始まりに過
ぎないよ。客人方があたしらを守ってくれると信じようじゃないか」
グレイ・ウルフ（W）3 体
レベル 2 遊撃役
中型・自然・野獣
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋6
感覚：
〈知覚〉＋7
AC16；頑健14、
反応15、
意志13
移動速度：8
夜目
標準アクション
m バイト／かみつきF無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ、伏せ状態の目標に対しては2d6＋5ダメージ。このグ
レイ・ウルフが目標に対して戦術的優位を得ているなら、
目標は倒れて伏せ状
態になる。
効果：このグレイ・ウルフは4マスのシフトを行なう。
【敏】16（＋4）
【判】13（＋2）
【筋】13（＋2）
【耐】14（＋3）
【知】2（−3）
【魅】10（＋1）
属性：無属性
言語：—

戦術
この狼群はまず正面玄関を突破しようとし、それが失敗したなら
寝室や廊下の窓から屋内に入り込もうとする。キャラクターたちが
戦うために外に出てきたなら、モンスターたちは喜んでそちらに向
かう。最初のうち、狼群はヴィスタニたちよりもキャラクターたち
を優先的に狙う。
狂乱のワーウルフ：このライカンスロープは遭遇の開始時はハイ
ブリッド形態であり、ライカンスロープ・フューリィのパワーを見
境なしに使う。
グレイ・ウルフ：この狼たちは敵を取り囲んで挟撃し、地に伏せさ
せて齧りつく。ワーウルフおよびグレイ・ウルフ1体が倒されたなら、
残りのグレイ・ウルフたちは逃走する。
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狂乱のワーウルフ（F）
レベル 4 暴れ役
中型・自然・人型（変身生物）
、ヒューマン
hp：63；重傷値：31
イニシアチブ＋6
感覚：〈知覚〉＋9
AC18；頑健19、反応18、意志16
移動速度：6（ウルフ形態の時には8）
夜目
特徴
リジェネレーション／再生
このワーウルフは自分のターンの開始時にhpが1以上であるなら5hpを回復す
る。このワーウルフが銀の武器からダメージを受けると、次のこのワーウルフの
ターンにはこの再生は機能しない。
標準アクション
m クロー／爪F無限回
必要条件：このワーウルフはウルフまたはハイブリッドの形態でなければならな
い。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d8＋3ダメージ、
目標が重傷なら2d8＋8ダメージ。目標は伏せ状態
になる。
m バイト／かみつき
（[病気]）F無限回
必要条件：このワーウルフはウルフまたはハイブリッドの形態でなければならな
い。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。この遭遇の終了時に、
目標は1回のセーヴィング・
スローを行なわなければならず、
失敗すると“ワーウルフの月下狂乱”という病気
に感染する
（第1段階）。
m クラブ（［武器］）
F無限回
必要条件：このワーウルフはヒューマンまたはハイブリッドの形態でなければな
らない。
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、
目標が重傷なら2d8＋7ダメージ。
M ライカンスロープ・フューリィ／人狼の狂乱F無限回
必要条件：このワーウルフはハイブリッドの形態でなければならない。
効果：このワーウルフはクローとバイトを使用する。その後、このワーウルフは
5ダメージを受ける。
マイナー・アクション
チェンジ・シェイプ／形態変化（［変身］）F無限回
効果：ワーウルフは肉体の形態を変化させ、中型のウルフ、ヒューマン、または
ハイブリッドの形態に変身する。
技能：〈威圧〉＋8、
〈はったり〉＋8
【敏】17（＋6） 【判】13（＋4）
【筋】19（＋7）
【耐】18（＋7）
【知】10（＋3） 【魅】11（＋3）
言語：共通語
属性：悪
装備：クラブ
ワーウルフの月下狂乱
レベル 4 の病気
この病にかかった者はまず高熱を発し、それから間もなく粗暴で予測不能な狂乱状態
となる。
第0段階：目標はこの病気から完治する。
第1段階：第1段階にある間、
目標は意志防御値に−2ペナルティを被る。
第2段階：第2段階にある間、
目標は重傷になるたび、フリー・アクションとして隣
接する味方1人に1回の近接基礎攻撃を行なわなければならない。
第3段階：第3段階にある間、
目標は攻撃のヒットを受けるたび、フリー・アクショ
ンとして隣接する味方1人に1回の近接基礎攻撃を行なわなければならない。
判定：大休憩の終了時ごとに、第1段階または第2段階にある目標は1回の
〈持
久力〉判定を行なう。
10以下：この病気の段階の数字は1増加する。
11〜14：変化なし。
15以上：この病気の段階の数字は1減少する。

樹木：木の幹のマスは移動困難な地形である。木に登るには難易

ヴァルカンとグリヴェルダはこの遭遇において戦闘には参加しな
いが、ヴィスタニの魔女であるグリヴェルダにはある種の力がある。

度8の〈運動〉判定が必要であり、木の高さは20フィート（4マス、約
6m）ほどである。
井戸：この井戸には木製の丈夫な蓋がされているため、単なる移

第1ラウンドの終了時に、彼女はワーウルフが見える場所まで移動し、
悪名高きヴィスタニの邪眼で見据えつつ言う。「汚らしい人狼め、お

セッション5

遭遇の展開

動困難な地形である。

前に二重の呪いをかけてやるよ。お前はもう闇の月の祝福を受けら

窓：これらの窓は観音開きで、幅2フィート（約60cm）の高さ3

れない ！」これによってワーウルフは再生能力と月下狂乱を感染さ

フィート（約90cm）、外の地面からの高さは4フィート（約1.2m）であ

せる能力を失う（セーヴ・終了）。グリヴェルダはそれからヴァルカ

る。クリーチャーは開いた窓を登って屋内に入ることができる。そ

ンと自分の箒を掴み、箒の柄で床をカツンと叩くと、魔法の力で孫と

のためには難易度8の〈運動〉判定または〈軽業〉判定が必要であり、2

一緒に天井の梁の上まで跳び上がる。彼女とヴァルカンは戦闘が終

マス多い移動と数える。

わるまで安全な梁の上にいる。

窓に隣接しているキャラクターはマイナー・アクションで1つの

このシーンの緊迫感を高めるために、モンスターたちにヴィスタ
ニのいずれかを攻撃させてもかまわない。その場合、攻撃は自動的
にヒットしたものとみなし、演出上の負傷を負わせること。キャラ
クターたちが農場を守ることを完全に失敗しない限り、ヴィスタニ
たちが致命傷を負うことはない。

窓の鎧戸を開けるか閉めることができる。鎧戸が閉まった窓を外側
からこじ開けるには難易度12の〈運動〉判定が必要になる。

結末
グリヴェルダは、キャラクターたちが前述のクエストに取り掛か
るために必要な情報をすべて話す。

このエリアの情報

この老婆は “コモン” のポーションの作成および武器を銀引きに加

明るさ：“明るい”。
扉：屋外に通じる扉は閉まっているが、施錠されてはいないし閂
もかかっていない。家の中にいて扉に隣接しているキャラクターは

工する技能を備えている。もちろんアイテムやサービスの代価は支
払わねばならないが、グリヴェルダはキャラクターたちに対しては
市価から20％割引いてくれる。

マイナー・アクションで閂をかけることができる。閂のかかった扉
をこじ開けるには難易度19の〈運動〉判定が必要である。
屋内の扉は開いている。キャラクターがこれらの扉を閉めた場合、
グレイ・ウルフは移動アクションとして難易度12の〈運動〉判定を行
うことで扉を開けることができる。

報酬
このセッションの終了時に、キャラクターは1人あたり250XPを
受け取る。これはヴァルカンおよびマザー・グリヴェルダとのやり
取りと、モンスターとの戦闘とによるものである。

畑の植物：これらの植物は移動困難な地形である。

財宝：グリヴェルダは守ってもらったことにたいそう感謝する。

自然石製の塀：この塀は移動困難な地形である。
暖炉：暖炉の中では炎が燃えている。暖炉の中に強制的に移動さ
せられたクリーチャーは1d6［火］ダメージを受ける。
家具調度：ベッド、椅子、テーブル、流し台、その他の家具調度品は
移動困難な地形である。

彼女は台所の床板を外し、隠してあった包みを取り出して「坊やたち
ならこれを使いこなせるかもしれないね」と言う。これは＋1ヴィ
シャス・ウェポン（『PHB』）である。彼女はまた、パーティにポーショ
ン・オヴ・ヒーリング（『PHB』）を2本与える。

F

W
W

W

Mike Schley

Start Area
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セッション6：ヴォンタリン邸

た。このティーフリングたちは近くの川を行き来するはしけ船の積
荷を強奪し、またデュポンデに通じる街道を行く旅人たちを襲い、町

マザー・グリヴェルダの助言を受けたキャラクターたちは、重大

の倉庫や店舗から物資をくすねている。住民たちはこの山賊どもが

な任務を負うことになる。彼らはヴォンタリンの安らがざる亡霊を

町の近くに巣食っていることは知っているが、その正体や居場所に

探し出し、永遠の眠りにつかせなければならないのだ。グリヴェル

は見当がつかないでいる。

ダはヴォンタリンが昔の自分の屋敷に戻っていると信じていた。こ

ナセイレに憑依したヴォンタリンはすぐに自分の旧邸へと向かっ

の時点でキャラクターたちには他の手がかりが無いため、次に行く

たが、そこはもはや廃墟と化していた。彼はハルモルの手下どもを

べき場所はおのずと定まることになる。

振り切って地下室に降りていった。彼はそこで昔の自分の所持品を

デュポンデの住民たちは誰でも、旧ヴォンタリン邸の場所をキャ

探したが、聖アヴァーシル修道院のお節介な修道士どもが数十年前

ラクターたちに教えることができる。その屋敷は町から南に1マイ

に彼の物を持ち去っていたことが判明し、彼は失望して去っていっ

ルほどの距離にある。ヴァルカンが狼の群との戦闘を生き延びてい

た。

るなら、彼は喜んで道案内を申し出るが、屋敷の敷地内まで足を踏み
入れようとはしたがらない。

新たな住人たち
ヴォンタリン邸は何十年も放棄されていたが、つい数ヶ月前ハル
モルという名の魔術師とその配下である血に飢えたティーフリング

この屋敷はハルモルの秘密の隠れ家であるため、部下たちはいか
なる侵入者も殺すつもりでいる。キャラクターたちがこの屋敷に一
歩踏み込んだ瞬間、ここのティーフリングおよびペットたちと衝突
することはほぼ確定事項である。ティーフリングたちが、ねぐらの
中または近くに何ものかが侵入したことに気づいた時点で、戦闘が
発生する。新たな住人たちの遭遇に進むこと。

J u l i e D i l lo n

の殺し屋の一団がこの屋敷を見つけ、これを自分たちの隠れ家にし
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キャラクターたちがこの屋敷に到着した時点で、以下の文章をプ
レイヤーたちに読み上げること。
皆さんはデュポンデの南の外れで古い轍の跡をたどっています。
町から2マイルほど離れた場所で見つけた、両脇に立ち木の並ぶ細長
い小道は、小さな丘の林の中をうねうねと進み、やがて玉石を敷き詰
めた庭と、その奥の廃墟となった屋敷とが見えてきます。
この庭の真ん中には大きな噴水がありますが、水は黒くどろっと
しています。建物の2階部分には火災の痕があり、屋根はほぼすべて
崩れ落ちています。小さなガーゴイル像や優美な装飾入りの柱はぶ
かっこうに傾いています。壁は厚くツタに覆われ、かつて屋根があっ
た場所まで蔓と葉が伸びています。窓は鎧戸で閉じられています。
噴水に面した位置に正面玄関らしき大扉があり、側面にも小さな扉
があります。
難易度19の〈知覚〉判定に成功したキャラクターがいるなら、以下
を付け加えること：
木を燃やす煙の臭いと、麝香に似た獣くさい臭いが感じられます。
屋敷に通じる道は人型クリーチャーと獣の両方が頻繁に通っている
ことがわかります。

屋敷の内部
キャラクターたちが戦闘を回避して屋敷内を見てまわる場合、も
しくはこの遭遇のティーフリングたちを倒した後でこの場所を調べ
る際、以下の文章を読み上げること。

難易度12の〈知覚〉判定に成功したキャラクターは、キッチン・ナ
イフのいくつかは銀製であることに気づく。これらのナイフはダ
ガーとして扱われ、また銀の武器であるものとみなされる。

客間

セッション6

屋敷の外観

屋敷の東端のこの部屋は、邸内でもっとも状態がよく保たれてい
る。ティーフリングたちはここを居間として使っている。
応接間ふうのこの部屋では、かび臭いにおいは他所ほど強くあり
ません。金箔張りの額縁に納められた古い肖像画が何点か、壁にか
けられたままになっています。中でも目立つのは、坊主頭に険しい
目つきで、曲がったやぎひげを蓄えた高慢そうなヒューマンの貴族
の男性です。清潔に磨かれた椅子がいくつか、テーブルの周囲に並
べられています。テーブルの上にはゲーム用のカードと数枚の硬貨
があります。
キャラクターたちがやって来る直前、ティーフリングたちはカー
ドゲームを遊んでいた。テーブルの上を調べたキャラクターは金貨、
銀貨、銅貨あわせて35gpを見つける。また、スリー・ドラゴン・ア
ンティ（訳注：D&Dと同じくWotC社から発売されたカード・ゲーム。
日本語版はホビージャパンから発売）が1セット揃っている。
難易度19の〈知覚〉判定に成功するか、受動〈知覚〉が19以上である
キャラクターは、テーブルに “ニムデル” という単語がナイフで刻み
付けられていることに気づく。これは地下室の罠を作動させないた
めのパスワードである。

晩餐の間
廃墟の南側に位置する、屋敷内で最も広いこの部屋は、かつては晩

この屋敷の家具調度や装飾は腐敗し崩れ去っています。隅々に蜘

餐の間であった。

蛛の巣が張り、天井から落ちてひび割れた石膏板が瓦礫の山をなし
ています。焼け焦げた梁桁や煤の跡から推測するに、2階部分のほ

この部屋はかつて、壮大な晩餐の間であったに違いありません。3

とんどは火事で焼け落ちてしまったようです。家鼠やどぶ鼠、それ

方向の壁に2階部分のバルコニーの残骸が残っており、南の壁には高

に小さな虫たちの痕跡がそこかしこに見られます。

窓が並んでいます。大きく崩れ落ちた天井および2階部分を通じて

玄関ホール
前庭と噴水を見渡せるこの部屋は、かつてこの屋敷の玄関ホール
であった。
この部屋は壮大な玄関ホールでした。かつては大きな弧を描く階
段が2階に通じていましたが、とうの昔に崩れ落ち、今は壁から突き
出した黒焦げの梁材だけが残っています。瓦礫のたぐいはこの場所
から撤去されており、何とか形を保っている古い椅子が何脚か歓談

広い空が見えており、壮麗であった窓は破れています。古びたテー
ブルと机の両脇には、物資の詰まった袋、樽、木箱などの容器が山積
みになっています。近づいて見ると、床に落とし戸があるのが見え
ます。
物資：これらの品物は新品であり、近隣のさまざまな交易拠点や
交易商の印が付いている。ほとんどの物資はキャラクターたちに
とっては無価値だが、ポーション・オヴ・ヒーリング1本とアロー
20本入りの矢筒、陽光棒2本、麻のロープ50フィート（約15m）、ベル

用のスペースに並んでいます。

ト・オヴ・ヴィゴー（『PHB』）が見つかる。

台所

バンから強奪したものである。保安官のグリムボルドはこの場所で

屋敷の西端には台所がある。大きなかまどの機能はいまだ損なわ
れておらず、ティーフリングたちもここで毎日の食事を作っている。
この部屋に入ると、まず大きなかまどが目に飛び込んできます。
椅子とテーブルも並んでいます。かまどには暖かい熾き火があり、

これらの物資はここのティーフリングたちが近くの農家やキャラ
物資が見つかったことを聞いて多大な関心を示す。彼は上記のアイ
テムをキャラクターたちが持っていくことには異を唱えない。
落とし戸：この落とし戸を上げると、地下室に通じる階段が見える。
この先を調べたいキャラクターは、次の週のセッション7まで待たな
ければならない。

その近くには新しい薪が積んであります。
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新たな住人たち
遭遇レベル2
難易度16の〈隠密〉判定に成功したキャラクターは屋敷に忍び寄
ることができる。誰かがこの判定に失敗した時点で戦闘が始まる。

セットアップ
クレステッド・フェルドレイク（C）

2体

凶王党のごろつき
（R）

3体

ヒッシング・フェルドレイク（H）

1体

凶王党の小頭（U）

1体

落とし戸（T）
キャラクターたちは建物の中を覗き込めるかもしれない。屋敷内
の描写については前の記述を参考にすること。モンスターが襲い掛
かってきた時点でその描写も行なう。
キャラクターたちが屋敷に近づいた時点で、以下の文章を読み上げる
こと：
遠目に見たのと異なり、この屋敷はまったくの無人というわけで
はないようです。爬虫類めいたシュウシュウという声と、なめらか
に滑り動く音から察するに、誰か、あるいは何かが住みついているの
でしょう。
凶王党の小頭（U）
レベル 3 兵士役（指揮）
中型・自然・人型、ティーフリング
hp：47；重傷値：23
イニシアチブ：＋6
感覚：
〈知覚〉＋8
AC19；頑健15、
反応15、
意志14
移動速度：6
夜目
抵抗：
［火］5
特徴
O ドレイク・ラングラー／ドレイク使いFオーラ1
味方のドレイクはこのオーラ内にいる限りACへの＋2パワー・ボーナスと
［火］
に対する抵抗5を得る。
O ヘルバウンド／地獄の束縛
（［火］）Fオーラ1
このオーラの範囲を離れたクリーチャーは5［火］
ダメージを受ける。
標準アクション
m バスタード・ソード
（
［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC、
目標が重傷なら＋9対AC
ヒット：1d10＋6ダメージ。
効果：この小頭の次のターンの終了時まで、
目標はこの小頭を目標に含まない
攻撃パワーを使用するたびに5［火］
ダメージを受ける。
M ディアボリカル・ストライク／悪魔の一撃
（［火］、
［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）
；＋8対“反応”、
目標が重傷なら＋9対“反応”
ヒット：1d10＋6の
［火］
ダメージ。小頭が目標に対して戦術的優位を有して
いるなら、
目標はこの小頭の次のターンの終了時までシフトを行なえなくなる。
トリガー型アクション
M インファーナル・ラス／地獄の怒り
（［火］）F遭遇毎
トリガー：このティーフリングから10マス以内の敵が、このティーフリングに攻撃
をヒットさせる。
効果（フリー・アクション）：トリガーを発生させた敵は1d6＋4［火］
ダメージ
を受ける。
技能：
〈威圧〉
＋9、
〈隠密〉＋9、
〈事情通〉＋9、
〈はったり〉＋9
【敏】＋16（＋4） 【判】15（＋3）
【筋】18（＋5）
【知】＋18（＋5） 【魅】17（＋4）
【耐】15（＋3）
属性：無属性
言語：共通語、地獄語
装備：レザー・アーマー、バスタード・ソード
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ヒッシング・フェルドレイク（H）
レベル 3 砲撃役
中型・自然・野獣（爬虫類）
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋5
感覚：〈知覚〉＋8
AC17；頑健15、反応16、意志14
移動速度：7
抵抗：［酸］10
標準アクション
m バイト／かみつきF無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋6ダメージ。
R フェル・スピット／忌まわしき唾（［酸］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：1d10＋6の
［酸］
ダメージ。
効果：目標が重傷なら、
目標は次の自分のターンの終了時まで減速状態にな
る。目標がすでに減速状態であるなら、代わりに幻惑状態になる
（セーヴ・終
了）。
技能：〈隠密〉＋10
【敏】18（＋5）
【判】14（＋3）
【筋】15（＋3）
【耐】14（＋3）
【知】3（−3）
【魅】13（＋2）
言語：—
属性：無属性
凶王党のごろつき（R）3 体
レベル 2 雑魚 暴れ役
中型・自然・人型、ティーフリング
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：＋3
感覚：〈知覚〉＋2
AC14；頑健16、反応14、意志13
移動速度：6
夜目
抵抗：［火］5
標準アクション
m クラブ（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC、
目標が重傷なら＋8対AC
ヒット：5ダメージ。
ミス：3ダメージ。
トリガー型アクション
M ダンスス・ウィズ・ドレイクス／ドレイクとの共闘F無限回
トリガー：味方のドレイクがこのごろつきに隣接する敵に近接攻撃を行なう。
効果（即応・対応）：このごろつきはくだんの敵に対してクラブを使用する。
技能：〈隠密〉＋8、
〈はったり〉＋5
【敏】15（＋3）
【判】12（＋2）
【筋】17（＋4）
【耐】18（＋5）
【知】10（＋1）
【魅】8（±0）
言語：共通語
属性：無属性
装備：レザー・アーマー、クラブ

戦術
ティーフリングたちは屋敷内に留まったまま戦おうとするが、必
要とあらば外に出てキャラクターたちに接敵する。彼らは玄関口を
塞いで敵の侵入を食い止めようとする。
凶王党のごろつき：このティーフリングたちはフェルドレイクた
ちと共に接近戦を挑み、ダンスス・ウィズ・ドレイクスのパワーを
使おうとする。小頭およびドレイクの半分以上が倒されると、その
時点で生き残っているごろつきたちは逃走する。
凶王党の小頭：このティーフリングも近接戦闘を好む。彼はドレ
イク・ラングラーでペットのフェルドレイクたちを支援する。
フェルドレイク：クレステッド・フェルドレイクたちは群れて戦っ
た方が強いため、常に隣り合ったままでパック・フレンジーの利益
を得ようとする。ヒッシング・フェルドレイクは守りの薄い敵をフェ
ル・スピットで狙える場所に移動する。

樹木：木の幹のマスは移動困難な地形である。木に登るには難易
度8の〈運動〉判定が必要であり、木の高さは20フィート（4マス、約
6m）ほどである。
窓：これらの窓は観音開きで、幅2フィート（約60cm）の高さ3

セッション6

クレステッド・フェルドレイク（C）2 体
レベル 2 遊撃役
中型・自然・野獣（爬虫類）
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋6
感覚：
〈知覚〉＋8
AC16；頑健15、
反応15、
意志12
移動速度：8
特徴
パック・フレンジー／群での狂乱
このフェルドレイクは、
味方のフェルドレイクに隣接している限り、攻撃ロールに
＋1ボーナス、ダメージ・ロールに＋2ボーナスを得る。
標準アクション
m バイト／かみつきF無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ、このフェルドレイクから2マス以内にいる味方のフェ
ルドレイク1体は即応・対応として2マスまでのシフトを行なえる。
トリガー型アクション
アンドーンテッド・ストライダー／果敢な踏み込み◆無限回
トリガー：このフェルドレイクが機会攻撃のヒットを受ける。
効果（フリー・アクション）：このフェルドレイクは2マスまでのシフトを行なう。
技能：
〈運動〉
＋9、
〈隠密〉＋9
【敏】16（＋4）
【判】15（＋3）
【筋】16（＋4）
【耐】15（＋3）
【知】3（−3）
【魅】11（＋1）
言語：—
属性：無属性

フィート（約90cm）、外の地面からの高さは5フィート（1マス、約
1.5m）である。すべての窓は鎧戸が閉まっているが、窓に隣接して
いるキャラクターはマイナー・アクションで1つの鎧戸を開けるか
閉めることができる。クリーチャーは開いた窓を登って屋内に入る
ことができる。そのためには難易度8の〈運動〉判定または〈軽業〉判
定が必要であり、2マス多い移動と数える。

報酬
このセッションの終了時に、キャラクターはモンスターとの戦闘
によって1人あたり200XPを受け取る。

手がかりの提示
キャラクターたちはこれ以上ヴォンタリン邸の探索を続ける意味は

このエリアの情報

ないのではないかと考えるかもしれない。彼らに捜索を続けてもらう
ために、
この遭遇のティーフリングたちの口から以下の断片的な情報

明るさ：“明るい”。

を与えるのもよいだろう。戦闘中に自分たちの不運を嘆いて叫んだ

扉：屋外に通じる扉は閉まっており、内側から施錠されている。

り、キャラクターたちが捕虜を取ったなら戦闘の後で話すようにしたり

これを開けるためには難易度12の〈盗賊〉判定で開錠するか難易度

すればよい。

19の〈運動〉判定で扉をこじ開ける必要がある。

F この山賊たちはこの屋敷に初めてやって来た時、有用なものは何

倒木：これらの倒木は移動困難な地形である。

も発見できなかった。

噴水と池：これらの水場は移動困難な地形である。

F 昨晩この屋敷は闇に包まれ、寒気が家中に広がった。
F 山賊たちの頭目であるハルモルはいかなる侵入者も排除せよと命

家具調度：ベッド、椅子、テーブル、流し台、その他の家具調度品は
移動困難な地形である。

じていたが、ハルモル自身ですら“あの魔術師” は止められなかっ

物資：これらのマスは移動困難な地形である。

た。

像：台座は高さ5フィート（1マス、約1.5m）の遮断地形である。台

F 日が昇った後、ハルモルおよび他のティーフリングたちは地下室を

座の上によじ登るのは難易度8の〈運動〉判定を要する。

調べに降りて行った。

落とし戸：落とし戸の存在は一目瞭然である。この先は地下室へ
の階段に通じており、そちらを探険するのは次のセッションになる。

Start Area

C
U

C
H

T

R R

J a s o n A . EN g l e

R

35

セッション7：
ヴォンタリンの地下室

インプの像
ヴォンタリンは自分の秘密の書斎を守るために、地下室の入り口
に魔法の罠をしかけた。不可視の印形を踏んだとたん、階段を下り

キャラクターたちは前回のセッションから旧ヴォンタリン邸の捜
索を開始したが、分かったことと言えば現在この場所はティーフリ
ングの山賊団に占拠されているということだけであった。今回の
セッションでは、キャラクターたちは捜索の続きを行ない、かつて魔
術師の作業室や研究室があった地下へと降りていくことになる。
ナセイレはもうこの屋敷にいない。ヴォンタリンの亡霊に憑依さ
れた彼はこのアドベンチャー内の今より前の時点で自分の旧居内を
調べにやって来た。そして聖アヴァーシル修道院の修道士たちが数
十年も前に彼の書物と装具を持ち去ってしまったことを知り、怒り
狂った。その後、彼がこの場所を離れる前に日の出の時刻になり、彼
はシャドウフェル側に取り残されてしまった。しかし、キャラクター
たちはヴォンタリンの秘密の地下室で、ナセイレの所在を知りうる
手がかりを手に入れることができるだろう。
このセッションの開始時には、キャラクターたちは晩餐の間にあ
る落とし戸を開け、地下室に通じる階段の入り口付近に集まってい
る。

た先の短い廊下は炎で満たされる。合言葉を言わずに貯水槽室に足
を踏み入れる者がいると、インプの像が炎を吐き出すのだ。ここの
合言葉は “ニムデル” である。ティーフリングたちは屋敷の地上部分
に散乱していたノートの中からこの合言葉を発見した。
階段を降りた先の右側には羽の生えた小悪魔の像が狡猾な笑みを
浮かべて立っています。像の顔は左の通路の方を向いています。

貯水槽室
この部屋には、かつて屋敷の雨樋から集めた水を貯める貯水槽と
して使われていた大きな穴が3つある。屋敷の上層部を焼き払った
火事によって雨水を集める仕掛けも破損してしまったため、水槽は
空っぽである。
この部屋の床には大きな穴が3つあります。それぞれの穴のふち
には石造りのごく低い壁があり、深さは10フィート（約3m）ほどで
す。穴の底には濡れたレンガと瓦礫が詰まっています。部屋の西の
隅には雑多な樽、袋、木箱などが積み上げられていて、その脇に鉄製

地下室

の両開きの扉があります。

現在、この地下室はティーフリングの山賊団の頭目が隠れ家とし
て使っている。

この鉄扉は施錠されておらず、簡単に開く。ここに置かれた物資
は屋敷の1階にあったのと同様の内容である。その中にはワインが

狭く急な階段は落とし戸から20フィート（約6m）ほど下り、灰緑
色のレンガを敷いた湿っぽい通路に続いています。

火を吐くインプ像

14樽、エールが5樽、数kgの干し肉、そしてさまざまな衣類が含まれ
ている。

レベル 3

罠

物体
感知：
〈知覚〉
難易度19、
〈魔法学〉難易度17
イニシアチブ：―
hp：20
抵抗：すべてのダメージに対する抵抗10
トリガー型アクション
アタック／攻撃F無限回
トリガー：クリーチャーが合言葉を言わずに印形のマス
（P.35のマップでTと書
かれたマス）
に入る。
攻撃：近接範囲・爆発2（起点はインプ像；爆発内のクリーチャーすべて）；
＋4対“反応”
ヒット：2d6＋6ダメージ。
ミス：半減ダメージ。
対抗手段
F 無力化：〈盗賊〉難易度19。成功：印形は5分間のあいだ無力化される。
失敗（14以下）：この罠が作動する。
Fでっちあげの合言葉：〈魔法学〉難易度19。必要条件：そのクリーチャーは
印形に隣接していなければならない。成功：そのクリーチャーは5分間のあ
いだこの罠から危害を受けなくなる。失敗（14以下）：この罠が作動する。
F 跳躍：〈運動〉難易度12。印形の上を跳び越えようとすることは可能だが、
角度と階段の段差のせいでやや困難である。失敗（11以下）
：そのキャラク
ターはこの罠を作動させてしまう。
F 合言葉：必要条件：そのクリーチャーは印形に隣接していなければならない。
合言葉を口にしたクリーチャーは5分間のあいだこの罠から危害を受けるこ
となく印形のマスを通過できるようになる。

霞がかった廊下
この霞はかつてヴォンタリンが設置した罠の一つであったが、時
間の経過と共に呪文がほころびてしまった。現在残っているのは単
なる紫色の煙のみである。
この廊下には紫色の濃密な霞がぶきみに漂っています。霞の向こ
う側の廊下には両開きの扉が見えます。
霞のかかったマスは “軽度に隠蔽” されているが、それ以外は特に
害はない。パーティがいつまでも霞の中に入ろうとしない場合は、
1人以上のティーフリングが何かのひょうしに廊下を覗き込み、そこ
から遭遇7が始まるということにしてもよいだろう。
キャラクターたちが霞の先に進んだなら、以下の文章を読み上げ
ること：
両開きの大きな鉄製の扉が2つ、北と東に通じています。廊下の隅
に投げ捨てられている錆の浮いた鎖と金具から推測するに、北側の
扉は以前は鎖で封じられていたようです。鎖を固定していた青銅製
の封印具が鎖の山から顔を覗かせています。この封印具は印形と様
式化された太陽のしるしを帯びています。
〈宗教〉難易度12：この印形は、悪を跳ね除けるようペイロアに祈
るものです。作られたのは昔だが壊されたのはつい最近のようです。
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セッション7

デュポンデの住民の誰もいまだに知らないことだが、聖アヴァー
シル修道院の修道士たちはヴォンタリンが行方不明になった後にこ
の地下室の物品をすべて運び出し、北側の扉にこの封印を施したの
である。そしてハルモルたちはこの屋敷を占拠した際にこの封印を
破壊した。

飼育室
たくさんの檻が置かれたこの部屋は、ヴォンタリンが研究目的で
珍しいクリーチャーを飼っていた場所である。今はフェルドレイク
の厩舎として使われている。
この大きな部屋には、壁沿いに鉄製の檻が6個ほど並んでいます。
檻の床には古い藁が残っていますが、それ以外に内装は何もありま
せん。奥の壁沿いにはまたもや物資が積まれています。
キャラクターたちがまだ戦闘を始めていないなら、悪党どもの何
人かはこの部屋にいる。邪悪な企みの遭遇に進むこと。

ヴォンタリン一族の霊廟
この部屋にはヴォンタリンの祖先たちが埋葬されている。ティー
フリングの山賊たちはこの部屋に寝台をいくつか持ち込んで宿舎に
している。
この部屋の中央には見事な石棺が2つ置かれています。一方の棺
には王侯貴族ふうのヒューマンの男性が、もう一方には貴婦人の姿
が彫刻されています。壁には古びた青銅製の飾り板が一列にはめ込
まれ、他の埋葬者の場所を表示しています。一方の壁沿いには寝台
が並んでいます。

キャラクターたちがまだ戦闘を始めていないなら、悪党どもの何
人かはこの部屋にいる。邪悪な企みの遭遇に進むこと。
〈知覚〉（難易度12）：東側の棺は縁にこすれたような跡が付いて
おり、最近蓋がずらされたことが分かる。ティーフリングの山賊た
ちは強奪した金品の保管庫としてこの棺を使っている。合計で
1,000sp、240gp、小さなダイアモンドをちりばめた銀のネックレス
（250gp）、それに＋1ブラック・アイアン・アーマー（『PHB』）が、い
くつかの袋に分けられて棺に納められている。

ヴォンタリンの書斎
ヴォンタリンは自分の魔法的な研究成果のほとん
どをこの部屋に収めていた。ティーフリングたちの
頭目であるハルモルは、この屋敷を隠れ家とした際
に、この部屋を自室に選んだ。
本棚、錬金術道具の並んだ作業机、さまざまなガ
ラス器具を収めた戸棚。この部屋は明らかに魔術師
の工房です。ただし、相当量の物品は失われている
ように見えます。本棚はほとんど空で、ガラス器具
の大半は壊れています。壁に記された複雑な秘術の
印形は故意にハンマーとノミで削り取られており、
壁沿いに石のかけらが小山をなしています。本棚や
ガラス類に積もった埃の量から考えて、この場所か

Da a r k e n , B r i a n H ag a n

ら物品が持ち出されたのはかなり昔のことでしょう。
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邪悪な企み
遭遇レベル2

セットアップ

グループ1（飼育室）
凶王党のごろつき
（R）

4体

凶王党の悪漢（B）

1体

グループ2（霊廟）
凶王党のごろつき
（R）

4体

凶王党の悪漢（B）

1体

ハルモル、凶王党の地獄の魔道士（H）
キャラクターたちが敵のいる2つの部屋のいずれかの扉を開くな
どして、キャラクターたちから敵に視線が通るまでは、モンスターを
マップ上に配置しないこと。最初は、キャラクターたちが開けた扉
の部屋にいたグループのモンスターたちとの戦闘になる。もう一方
のグループは戦いの物音を聞きつけて、第2ラウンドから戦闘に参加
する。後から登場するクリーチャーたちは扉のすぐ後ろに集まって
扉を開く。そのクリーチャーたちは（訳注：マップ上に記された位
置ではなく）自分たちがいる部屋の扉のすぐ近くにいる状況で登場
させること。
ハルモル、凶王党の地獄の魔道士（H）
レベル 4 砲撃役
中型・自然・人型、ティーフリング
hp：42；重傷値：21
イニシアチブ：＋6
感覚：
〈知覚〉
AC18；頑健14、
反応17、
意志17
＋12
移動速度：6
夜目
抵抗：
［火］5
標準アクション
m スタッフ
（
［武器］
）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC、
目標が重傷なら＋10対AC
ヒット：2d4＋7ダメージ。
r インファーナル・ボルト／地獄の魔弾
（［光輝］、
［装具］、
［火］）F無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）
；＋9対“反応”、
目標が重傷なら＋10対“反
応”
ヒット：1d8＋3の
［光輝］
かつ
［火］
ダメージ、および継続的［光輝］
かつ
［火］
ダ
メージ5（セーヴ・終了）。
トリガー型アクション
M インファーナル・ラス／地獄の怒り
（［火］）F遭遇毎
トリガー：このティーフリングから10マス以内の敵が、このティーフリングに攻撃
をヒットさせる。
効果（フリー・アクション）：トリガーを発生させた敵は1d6＋5［火］
ダメージ
を受ける。
R シー・ユー・イン・ヘル／地獄への道連れF遭遇毎
トリガー：ハルモルのhpが0に減少する。
効果（即応・割込）：ハルモルはインファーナル・ボルトを使用する。この攻
撃は機会攻撃を誘発しない。
技能：
〈隠密〉
＋11、
〈はったり〉＋10、
〈魔法学〉＋12、
〈歴史〉＋12
【筋】15（＋4）
【敏】＋19（＋6） 【判】20（＋7）
【知】＋21（＋7） 【魅】17（＋5）
【耐】12（＋3）
属性：無属性
言語：共通語、地獄語
装備：スタッフ、ダガー
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凶王党のごろつき（R）8 体
レベル 2 雑魚 暴れ役
中型・自然・人型、ティーフリング
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：＋3
感覚：〈知覚〉＋2
AC14；頑健16、反応14、意志13
移動速度：6
夜目
抵抗：［火］5
標準アクション
m クラブ（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC、
目標が重傷なら＋8対AC
ヒット：5ダメージ。
ミス：3ダメージ。
技能：〈隠密〉＋8、
〈はったり〉＋5
【筋】17（＋4）
【敏】＋15（3）
【判】12（＋2）
【知】＋10（1）
【魅】8（±0）
【耐】18（＋5）
属性：無属性
言語：共通語
装備：レザー・アーマー、クラブ
凶王党の悪漢（B）2 体
レベル 2 奇襲役
中型・自然・人型、ティーフリング
hp：37；重傷値：18
イニシアチブ：＋10
感覚：〈知覚〉＋8
AC16；頑健14、反応15、意志13
移動速度：6
夜目
抵抗：［火］5
特徴
ブラックハーテッド・スカウンドレル／腹黒の悪漢
この悪漢が戦術的優位を得ている敵にダメージを与えると、その敵は回復力を
消費することができなくなる
（セーヴ・終了）。
標準アクション
m デッドリィ・シックル／死のシックル（［死霊］、
［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC、
目標が重傷なら＋8対AC
ヒット：1d6＋7の
［死霊］
ダメージ。
M スライ・アタック／狡猾な一撃（［死霊］、
［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）
；＋5対“反応”、
目標が重傷なら＋6対“反応”
ヒット：1d6＋7の
［死霊］
ダメージ、この悪漢がこのターンの開始時に煙形態
であったなら2d6＋14の
［死霊］
ダメージ。
ミス：半減ダメージ。
スモーク・フォーム／煙変化F無限回
効果：この悪漢は、フリー・アクションで元の姿に戻るか自分のhpが0になる
までの間、煙形態になる。煙形態でいる間、悪漢は攻撃を行なえず、
攻撃され
ず、hpを回復することはできない。敵は煙形態の悪漢のマスに入ることができ、
煙形態の悪漢は他のクリーチャーと同じマスを占めることができる。煙形態の
悪漢は“無理矢理入り込む”際にも半分の移動速度でなく通常通りの移動速
度で移動することができる。悪漢が他のクリーチャーと同じマスにいる時に煙
形態が終了したなら、その悪漢は最寄の何ものにも占められていないマスで
元の姿に戻る。
トリガー型アクション
ブラッド・カース／血の呪いF遭遇毎
トリガー：この悪漢のhpが0に減少する。
効果（フリー・アクション）：この悪漢から見える敵1体は回復力を1回分失う。
M インファーナル・ラス／地獄の怒り
（［火］）F遭遇毎
トリガー：このティーフリングから10マス以内の敵が、このティーフリングに攻撃
をヒットさせる。
効果（フリー・アクション）：トリガーを発生させた敵は1d6＋3［火］
ダメージ
を受ける。
技能：〈隠密〉＋11、
〈軽業〉＋11、
〈事情通〉＋9、
〈はったり〉＋9
【敏】＋20（＋6） 【判】15（＋3）
【筋】16（＋4）
【耐】19（＋5）
【知】＋13（＋2） 【魅】17（＋4）
属性：無属性
言語：共通語、地獄語
装備：レザー・アーマー、シックル

このエリアの情報

凶王党の悪漢：このティーフリングたちは戦闘が始まるとまずス

明るさ：飼育室、霊廟、書斎は小さなオイル・ランプで“明るく”照

モーク・フォームを使用し、キャラクターたちの前衛をすり抜けて

らされている。それ以外の部分は“暗い”。
檻：檻の扉は施錠されておらず、鍵も見当たらない。檻は移動を

敵を挟撃できる位置に入り込む。そしてスモーク・フォームを終了
させてスライ・アタックを使用し、次のラウンドはふたたびスモー

遮るが、視線も効果線も遮らない。

セッション7

戦術

扉：これらの錆びた扉は鉄の枠組に鉄板をリベット留めしたもの

ク・フォームを使用し、以下可能な限り同じ行動パターンを繰り返
す。他のティーフリングたちが全員倒されてしまったなら、生き残っ

である。いずれも施錠されていない。
霞：霞のマスは“軽度に隠蔽”されている。

ている悪漢たちはスモーク・フォームを用いて逃走する。
ハルモル：ハルモルは前線から距離を置いてインファーナル・ボ

家具調度と物資：これらのマスは移動困難な地形である。
棺：これらの棺は移動困難な地形である。棺を開けるには難易度

ルトを使い続ける。彼は魔法使いらしいキャラクターを他の目標よ
り優先的に狙う。

14の【筋力】判定が必要だが、中には古い遺骨と塵しか入っていない。

凶王党のごろつき：このティーフリングたちは悪漢やハルモルを

本棚と戸棚：これらは背が高いため、遮断地形である。

守るように戦う。悪漢たちとハルモルが倒されると彼らは逃走する。

結末
ナセイレは確かにここに来たが何も発見できなかったということ

物語の続け方

を、プレイヤーたちにはっきりと分からせること。地下室の探索を

ここのティーフリングたちの口から、戦闘中に（あるいはキャラク

終えた時点で日没に近い時刻になる。ヴォンタリン邸で探しうる手

ターたちが捕虜を取ったなら戦闘の後で）以下の断片的な情報を与

がかりはもう何も残っていないので、キャラクターたちはデュポン

えてもよいだろう。

デに帰るべき時間だ。

F 数ヶ月前に彼らがやってきた時、すでにこの屋敷から価値ある品

報酬

は運び去られていた。

F “あの魔術師” は地下に降りてきて、力ずくで研究室まで押し通っ

このセッションの終了時に、キャラクターは1人あたり350XPを

た。山賊たちは奴を押し留めようとしたが、相手の力があまりにも

受け取る。これはモンスターと戦い、罠に対処し、ヴォンタリン邸の

強かった。

探索というクエストを達成したことによるものである。

F その魔術師は何か悪霊にでも取り付かれているかのようだった。
F 山賊たちが地下室から逃げ出す直前、その魔術師が研究室を

財宝：キャラクターたちはハルモルが持っていた＋1アースルー
ト・スタッフ（『冒険者の宝物庫』）を入手する。

漁っているところを彼らの内の一人が目撃した。ほとんどの品物
が失われているのを見て、その魔術師は怒り狂っていた。

F その魔術師は地下室から上がってこなかったはずだが、朝になる
といなくなっていた。
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セッション8：闇ふたたび
前回と前々回のセッションにおいて、キャラクターたちはヴォン

鼠の群
遭遇レベル3

タリン邸の廃墟を捜索したが、ナセイレの姿は見当たらなかった。
デュポンデの町に戻った彼らは、日が暮れる前の1時間で町の住民た
ちとの会話および夜への準備を行なうことができる。以下の文章を

遭遇の開始時に以下の文章を読み上げること：
皆さんが武器庫を守っているおかげで、モンスターどもはここに
いる人々を襲うのをためらっているようです。霧のような影が路地

読み上げること：

に流れ込み、闇の中に遠吠えがこだましていますが、特に脅威となる
皆さんはデュポンデに戻ってきました。町の人々は一日中かけて

ようなものは見当たりません。もうすぐ真夜中になろうかというこ

町の防備を整えていたようです。薄気味悪い幽霊だの、化け物をち

ろ、ティルダ・グレンフィールドと、バーテンダーのハラルドと、カー

らっと目撃しただのといった不安を掻き立てるだけの噂話が町中を

タ、クリスティド、キルドラクのドワーフ3人組が武器庫にやってき

飛び交っています。住民たちのほとんどは夕暮れが近づくと礼拝堂

ます。彼女たちは全員、軽傷を負っています。

または武器庫に集まって守りを固めています。

ティルダは猛烈に怒っています。「鼠だよ ！」彼女は声を張り上げ
ます。「馬鹿でかい鼠どもがどこからともなく入り込んできて、年寄

キャラクターたちが町の人々との会話を終えた時点で、以下の文

日が沈んだとたん、皆さんは昨晩と同じ奇妙な感覚に襲われます。
大気は冷たくなり、陰鬱な雰囲気が町中を覆い尽くします。
闇が訪れてまもなく、グリムボルド保安官が皆さんの所に来て話
しかけてきます。「あんた方はマザー・グリヴェルダのところに行っ
たと聞いたが、あの婆さんは何と言っていた ？

行方不明の魔術師

殿を見つける手がかりは掴めたか ？」
グリムボルドはキャラクターたちの言うことに熱心に耳を傾ける。
キャラクターたちの話が終わったなら、保安官は以下のように付け
加える：
「正直に言おう—今晩もこの町に手を貸してほしい。あんた方
が武器庫を守ってくれるなら、町中が感謝するだろう。ああ、ナセイ
レって奴を捕まえることがきわめて重要なのも分かってる。さっき
日が沈む直前にうちの部下が見たんだが、黒いフードを被ったチビ
助が南門の近くでこそついていたらしい。そいつは路地裏に姿を消
したそうだ。それがナセイレかどうかは分からんが、調べてみる価
値はあると思う」
グリムボルドは衛兵たちが町内のどの辺りでその黒い人影を目撃
したのかを話す。夜が訪れた今、衛兵隊に遠くまで人員を派遣する
余裕はない。キャラクターたちとグリムボルドの会話が終わると、
保安官は別れを述べて町の防衛体制の指揮を執りに向かう。

決断の時
キャラクターたちはまたも決断を迫られる。武器庫に立てこもっ
ている町の人々を守るか、それとも衛兵が見失った黒いフードのク
リーチャーを探しに行くか ？
キャラクターたちがこの場を守ることを選んだなら、鼠の群の遭
遇に進むこと。怪しい人影を追うことにしたなら、孤独な死の遭遇
に進むこと。
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りフクロウ亭の中を走り回ってるんだ。お願いだから助けておくれ
よ。朝まで外で過ごすなんて怖すぎる ！」

章を読み上げること：

セットアップ
走り回るワーラット
（W）

5体

キャラクターたちが年寄りフクロウ亭を調べにやって来たなら、
マップ上の各人の位置を決めた上で、以下の文章を読み上げること：
目の前の年寄りフクロウ亭は夜空よりもなお暗い闇の中に立って
います。消えかかった暖炉の炎やランプの明かりがチラチラと窓か
ら見えます。皿が割れる音と、小動物がちょこまかと走り回るよう
な音が1階の酒場兼食堂から聞こえてきます。
キャラクターたちはすでに屋内に鼠がいることに気づいているの
で、扉または窓の近くに忍び寄って一斉に突入することができれば
不意を討つことができる。パーティに難易度12の集団〈隠密〉判定を
行なわせること。半数以上のキャラクターが成功したなら、パーティ
は不意討ちを行なえる。
ワーラットの汚穢熱

レベル 3 の病気

この病にかかった者には、寒気と極度のほてりとが交互に襲ってくる。
第0段階：目標はこの病気から完治する。
第1段階：第1段階にある間、
目標の回復力使用回数は1減少する。
第2段階：第2段階にある間、
目標の回復力使用回数は1減少し、AC、
頑健、
反
応に−2ペナルティを受ける。
第3段階：第3段階にある間、
目標の回復力使用回数は0になり、hpを回復する
ことはできない。目標はAC、頑健、反応に－2ペナルティを受ける。
判定：大休憩の終了時ごとに、第1段階または第2段階にある目標は1回の
〈持
久力〉判定を行なう。
8以下：この病気の段階の数字は1増加する。
9〜12：変化なし。
13以上：この病気の段階の数字は1減少する。

W

戦術
ワーラットたちはラットの形態になってラット・スカリーで挟撃
位置まで移動し、もっぱらバイト攻撃を行なう。生き残ったワーラッ
トが1体だけになったなら、その1体は逃走しようとする。

セッション8

走り回るワーラット（R）5 体
レベル 3 遊撃役
中型・自然・人型（変身生物）、ヒューマン
hp：37；重傷値：18
イニシアチブ＋7
感覚：
〈知覚〉＋7
AC17；頑健16、
反応14、
意志13
移動速度6、
登攀4（ラットまたはハイブリッドの形態の時のみ）
夜目
特徴
リジェネレーション／再生
このワーラットは自分のターンの開始時にhpが1以上であるなら5hpを回復す
る。このワーラットが銀の武器からダメージを受けると、次のこのワーラットのタ
ーンにはこの再生は機能しない。
標準アクション
m ダガー
（
［武器］
）
F無限回
必要条件：このワーラットはヒューマンまたはハイブリッドの形態でなければな
らない。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋6ダメージ、
目標に対して戦術的優位があるなら2d6＋6ダメージ。
m バイト／かみつき
（[病気]）F無限回
必要条件：このワーラットはラットまたはハイブリッドの形態でなければならな
い。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d4＋4ダメージ。目標に対して戦術的優位を得ているなら、さらに継
続的ダメージ5（セーヴ・終了）。この遭遇の終了時に、
目標は1回のセーヴィ
ング・スローを行なわなければならず、失敗すると“ワーラットの汚穢熱”という
病気に感染する
（第1段階）。
移動アクション
ラット・スカリー／駆け抜けるネズミF無限回
必要条件：このワーラットはラットの形態でなければならない。
効果：このワーラットは移動速度ぶんのシフトを行なう。
マイナー・アクション
チェンジ・シェイプ／形態変化
（［変身］）F無限回
効果：ワーラットは肉体の形態を変化させ、超小型のラットか、中型サイズのヒ
ューマンまたはハイブリッドの形態に変身する。
技能：
〈隠密〉
＋10、
〈はったり〉＋6
【敏】18（＋5） 【判】12（＋2）
【筋】10（＋1）
【耐】15（＋3）
【知】13（＋2） 【魅】11（＋1）
言語：共通語
属性：悪
装備：ダガー

このエリアの情報
明るさ：暖炉の熾き火といくつかのひっくり返されたオイル・ラ
ンプが、エリア中を “薄暗い” 光で照らしている。宿の屋外は “暗い”。
あらゆる光源は通常の半分の距離までしか光が届かない。
扉：どの扉も閉まっているが施錠されていない。
暖炉：暖炉は熱い石炭で満たされている。暖炉のマスに入ったク
リーチャーは1d6の［火］ダメージを受ける。
家具調度：調度品のあるマスは移動困難な地形である。

結末
キャラクターたちはワーラットたちを倒し、年寄りフクロウ亭の
招かれざる客を排除したことで、ティルダ・グレンフィールドに心
から感謝される。
汚穢熱：ワーラットに噛まれたキャラクターは汚穢熱に感染する
可能性がある。噛まれたキャラクターはこの遭遇の終了時に1回の
セーヴィング・スローを行なわなければならない。

報酬
キャラクターはモンスターと戦ったことにより1人あたり150XP
を受け取る。

Start
Area

W

W
W

Jason A . Engle

W
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孤独な死
遭遇レベル3

セットアップ
トウィグ・ブライトの若芽（S）

4体

トウィグ・ブライトの沼蔦（T）

3体

影の弩兵（B）

1体

遭遇の開始時に以下の文章を読み上げること：
皆さんはグリムボルドからの情報に従って町の南門付近を捜索し
ています。町が自然世界にあった頃ですら、この辺りは無人の廃屋
だらけでした。そしてシャドウフェルにおいては、この場所は陰鬱
な悪意と荒廃のオーラを漂わせています。空き家の暗い破れ窓は皆
さんを監視しているように感じられます。トゲだらけのツタが荒れ
果てた建物を覆い尽くし、かすかに揺れ動いてカサカサと音を立て
ています。
近くの窓から暗い人影が皆さんを見つめています。次の瞬間、そ
いつはさっとかがんで視界の外に消えました。
この影の弩兵はヴォンタリンに忠実な密偵であり、町中を忍び歩
いて主人の失われた財産の手がかりになるものを探している。
まだトウィグ・ブライトたちは配置しないこと。パーティに難易
度20の集団〈知覚〉判定を行なわせる。半分以上のキャラクターが成
功したなら、トウィグ・ブライトをマップ上に置く。そうでない場合、
トウィグ・ブライトたちは行動を起こすまで隠れている。
トウィグ・ブライトの沼蔦（T）3 体
レベル 3 兵士役
小型・フェイ・人型（植物）
hp：42；重傷値：21
イニシアチブ：＋6
感覚：
〈知覚〉＋8
AC：19；頑健14、
反応16、
意志15
移動速度：5（沼渡り）
、
登攀5、水泳5
暗視
［火］5
抵抗：［毒］5；脆弱性：
特徴
ルーテッド／地に根付く
何らかの効果がこのトウィグ・ブライトを押しやり、引き寄せ、または横滑りによ
って移動させようとした時、このトウィグ・ブライトはその効果に記された距離
よりも3マス少ない距離しか移動しないことを選べる。
標準アクション
m クロー／爪
（
［毒］
）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6［毒］
ダメージ。
マイナー・アクション
M ヴァイン・スネア／蔦がらめF無限回
（1ラウンド1回まで）
攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：このトウィグ・ブライトは目標を2マスまで引き寄せ、
目標はつかまれる
（脱
出難易度13）
。
トリガー型のアクション
ポイズン・ラッシュ／毒の鞭打ち
（［毒］）F無限回
トリガー：このトウィグ・ブライトにつかまれている敵が、このトウィグ・ブライト
を目標に含まない攻撃を行なう
効果（即応・対応）：近接・3（トリガーを発生させた敵）。目標は5の
［毒］
ダ
メージを受ける。
技能：
〈隠密〉
＋9
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4） 【判】14（＋3）
【耐】10（＋1）
【知】6（−1）
【魅】10（＋1）
属性：混沌にして悪 言語：エルフ語
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影の弩兵
レベル 5 砲撃役
小型・シャドウ・人型、ダーク・ワン
hp：50；重傷値：25
イニシアチブ：＋6
感覚：〈知覚〉＋9
AC：17；頑健16、反応17、意志16
移動速度：6
暗視
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位（［死霊］）
影の弩兵は戦術的優位を得ている敵にヒットを与えたときには常に、5ポイン
トの追加［死霊］
ダメージを与える。さらに、そのクリーチャーに隣接しているそ
のクリーチャーの味方は皆、5の
［死霊］
ダメージを受ける。
デッドリィ・プレシジョン／致命的な狙い
味方が挟撃している敵に対し、影の弩兵が遠隔攻撃を行なう場合、
影の弩兵
はその敵に対して戦術的優位を得る。
標準アクション
m ダガー
（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d4＋5ダメージ。
r ブラック・ボルト／黒の太矢（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋10対 “頑健”
ヒット：1d8＋5ダメージ、
目標は機会攻撃を誘発するたびに5ダメージを受ける
（セーヴ・終了）。
移動アクション
ダーク・ステップ／闇の歩法F無限回
効果：この影の弩兵は4マスまで移動する。この移動により誘発した機会攻撃
に対して＋4のボーナスをACに得る。加えて、この影の弩兵はこの移動の終
了時点で隣接しているすべてのクリーチャー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
キリング・ダーク／死に際の闇
トリガー：この影の弩兵のヒット・ポイントが0になった。
効果（アクション不要）：この影の弩兵に隣接している敵はすべて、
次のそのク
リーチャーのターン終了時まで盲目状態になる。
技能：〈隠密〉＋11
【筋】11（＋2）
【敏】18（＋6） 【判】15（＋4）
【耐】14（＋4）
【知】11（＋2） 【魅】11（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ダガー、クロスボウ、ボルト×20、絹のロープ50フィート、ひっかけ鉤
トウィグ・ブライトの若芽（S）4 体
レベル 1 雑魚 遊撃役
小型・フェイ・人型（植物）
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：＋5
感覚：〈知覚〉＋6
AC：15；頑健12、反応15、意志13
移動速度：5（森渡り）、登攀5
暗視
抵抗：［毒］5
特徴
ルーテッド／地に根付く
何らかの効果がこのトウィグ・ブライトを押しやり、引き寄せ、または横滑りによ
って移動させようとした時、このトウィグ・ブライトはその効果に記された距離
よりも3マス少ない距離しか移動しないことを選べる。
標準アクション
m クロー／爪（［毒］）
F無限回
効果：このトウィグ・ブライトは攻撃の前に2マスまでのシフトを行なう。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3［毒］
ダメージ、
目標に対して戦術的優位があるなら5［毒］
ダメージ。
技能：〈隠密〉＋8
【筋】7（−2）
【敏】17（＋3） 【判】12（＋1）
【耐】9（−1）
【知】5（−3）
【魅】10（±0）
属性：混沌にして悪 言語：エルフ語

戦術
影の弩兵と、トウィグ・ブライトたちとは、厳密に言えば味方では
ないが、このダーク・ワンはこれらの植物クリーチャーが巻き起こ
す混乱に付け込もうとする。ダーク・ワンはトウィグ・ブライトを

セッション8

見つけた際、うまく隠れてこれをやり過ごし、有利そうな建物の中に
忍び込んだ。潜んでいた建物の外に出ることを余儀なくされた場合、
このダーク・ワンはトウィグ・ブライトたちからできる限り距離を
置こうとする。
影の弩兵：この影の弩兵は屋内に留まり、窓越しに狙撃を続ける。
視界内に入ってきたキャラクターなら誰にでもダーク・ボルトを放
つが、デッドリィ・プレシジョンの能力を生かすためにトウィグ・
ブライトたちに挟撃されている敵を特に狙う。このダーク・ワンは
いずれかのキャラクターが屋内に入ってきた時点で逃走する。
トウィグ・ブライト：沼蔦たちは最寄の敵に近づいてヴァイン・ス
ネアでつかみ、クローで攻撃する。若芽たちはなるべく敵を挟撃し
て攻撃する。

このエリアの情報
明るさ：“暗い”。あらゆる光源は通常の半分の距離までしか光が
届かない。
扉：屋外に通じる扉は閉まっているが施錠されていないし閂もか
かっていない。屋内の扉は閉まっているが、施錠はされていない。
自然石製の塀：この塀は移動困難な地形である。
家具調度：調度品があるマスは移動困難な地形である。
樹木：木の幹のマスは移動困難な地形である。木に登るには難易
度8の〈運動〉判定が必要であり、木の高さは20フィート（4マス、約
6m）ほどである。
植物：樹木以外の植物のあるマスは移動困難な地形である。
井戸：この石造りの井戸は深さ20フィート（4マス、約6m）のじめ
じめした穴であり、内壁を登攀するには難易度13の〈運動〉判定が必
要である。

結末
キャラクターたちがダーク・ワンのhpを0にした時点で、プレイ

窓：これらの窓は観音開きで、幅2フィート（約60cm）の高さ3

ヤーたちにこいつを気絶させるかどうかを尋ねること。止めを刺さ

フィート（約90cm）、外の地面からの高さは4フィート（約1.2m）であ

ずにおけば、ダーク・ワンに対して、
「命を助けてやるから何をして

る。クリーチャーは窓を登って屋内に入ることができる。そのため

いたのか言え」と説き伏せることが可能になる。このダーク・ワン

には難易度8の〈運動〉判定または〈軽業〉判定が必要であり、2マス多

はヴォンタリンが聖アヴァーシル修道院の廃墟を探していることと、

い移動と数える。

あの魔術師が今晩まもなくスケルトンの軍勢を町に差し向けるつも
りであることを明かす。この情報を得たキャラクターたちがすぐに
聖アヴァーシル修道院に向かおうと
するなら、グリムボルドが彼らに「俺

S
S

T
T

Start
Area

はスケルトンどもに備えて礼拝堂の
守備につくから、あんた方には武器庫
の守りについてほしい」と懇願する。

報酬

S

キャラクターはモンスターと戦っ

S

た こ と に よ り1人 あ た り150XPを 受

T
B

け取る。
財宝：ダーク・ワンのベルト・ポー
チには110sp、89gp、大ぶりなアメジ
スト（100gp）が入っている。ダーク・
ワンが生きている場合、この宝をやる

Dav e A l l s o p, M i k e S c h l e y

から命だけは助けてくれと申し出る。
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セッション9：怒れるヴォンタリン
2日目の夜も、デュポンデの町はシャドウフェルから押し寄せる陰
鬱感に覆いつくされている。またしても影の中に、不気味な幽霊、悪
しき気配、徘徊するモンスターたちが満ち溢れる。このセッション
において、ヴォンタリンがデュポンデの町に攻撃を開始したことに
より、町の住民たちの体力と精神力はそろそろ限界を迎えそうにな
る。DMの準備ができたなら以下の文章を読み上げること：
皆さんは今晩もすでに一つの脅威を排除しましたが、まだ夜明け
までは何時間もあります。町の人々のほとんどは防御に適した数箇
所—礼拝堂、領主の館、武器庫などに集まっています。衛兵隊の人
手が足りないので、衛兵たちが住民を避難所に護送している間、皆さ

セッション8でプレイヤーたちが行なった決断しだいで、今回の
セッションにおいてちょっとした利益が得られる。
鼠の群：武器庫に避難している人々の中には、年寄りフクロウ亭
から逃げてきた者たちも含まれている：ティルダ、ハラルド、3人の
ドワーフたちである。キャラクターたちが鼠退治を行なった場合、
ティルダは年寄りフクロウ亭を守ってくれたことに対して心の底か
ら感謝する。彼女はキャラクターたちが武器庫の人々を元気づけ絶
望を吹き払おうとするのを手伝ってくれるため、この技能チャレン
ジにおけるすべての判定に＋2ボーナスが得られる。
孤独な死：キャラクターたちが町の南門周辺の捜索に出かけてい
た場合、彼らはヴォンタリンが町に向けて軍勢を出発させる前に
ダーク・ワンが偵察の報告に戻るのを防いだことになる。町の防衛
体制に関する情報を入手できなかったヴォンタリンは、何体かのス

Steven Belledin

んは町の巡回を手伝うことになりました。

決断の帰結
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セッション9

ケルトンに町中を捜索させるため、主戦場での攻勢は幾分か弱まる
ことになる。今回の遭遇において増援のスケルトンたちは登場しな
い。さらに、キャラクターたちがダーク・ワンから差し迫った襲撃
に関する情報を聞き出し、町の住民たちに話しかける際にその内容
を用いるなら、この技能チャレンジにおける〈威圧〉および〈交渉〉の
判定に＋2ボーナスを得る。

シャドウフェルの影響
シャドウフェルを徘徊するモンスターどもだけでも厄介だが、影
の次元界そのものにはより大きな危険が潜んでいる。魂に染み込ん
で打ち砕く絶望と、徐々に意欲を殺いでいく倦怠感である。時間の
経過と共にデュポンデの町はシャドウフェル側により深く沈み込み、
町内の生者たちはみな戦い続ける意志を失ってしまう。キャラク
ターたちは巡回の途中で、自分たちのためにも町の人々のためにも、
この這い寄る絶望に対して自分たちが何らかの手を打たなければな
らないということに気づかされる。

技能チャレンジ：這い寄る絶望
この技能チャレンジはキャラクターたちが巡回を行なっている最
中から始まる。夜が更けるにつれて、町の住民たちは徐々に意気喪
失していく。キャラクターたちも無気力感と倦怠感が強まっていく
のを感じる。人々は押し黙り、茫然自失として虚ろな目で宙を眺め
ている。今モンスターに襲われたなら、人々は自分の身を守ること
もできないだろう。
レベル：2
複雑度：2（3回失敗する前に6回成功しなければならない）
主要技能：
〈威圧〉、
〈看破〉、
〈交渉〉、
〈持久力〉、
〈宗教〉、
〈治療〉、
〈盗
賊〉、
〈魔法学〉
〈威圧〉（難易度13）：現在の危機的状況においては勇気が必要と
されていることを訴え、意気消沈して事態を傍観している者たちを
叱咤する。
〈看破〉（難易度20）：いちばん諦めかけている者を見定め、まだ
希望はあるのだと論理的に説明する。
〈交渉〉（難易度13）：キャラクターは衛兵たちや町の住民たちを
激励し、絶望にくじけるなと訴えたり、何らかの方法で人々の心を和

ヴォンタリンの兵士たち
亡霊に憑依されたナセイレはこれまでデュポンデの町に無関心
だった。彼の配下である数名のダーク・ワンこそ町に潜入してはい
るが、路上を徘徊する他のモンスターたちはたまたまシャドウフェ
ルのこの地域に棲んでいたものに過ぎなかった。『這い寄る絶望』の
技能チャレンジが終了した後、ヴォンタリンは初めて攻撃の意図を
持って軍勢を送り出す。彼は聖アヴァーシル修道院の地下墓地から
スケルトンたちを蘇らせ、デュポンデの町を襲撃して住民を一掃す
るよう命じる。ヴォンタリンの軍勢の遭遇に進むこと。

ませる。
〈持久力〉（難易度13：集団判定）：キャラクターたちはむりやり
元気を振り絞る。各キャラクターが〈持久力〉を行ない、半分以上の
キャラクターが成功したなら1回の成功と数える。
〈宗教〉
（難易度9）：キャラクターは皆に祈りや賛美歌を口ずさま
せて、絶望を振り払わせる。
〈治療〉（難易度13）：キャラクターは心身を暖める暖かい食事や
飲み物を調理する。
〈盗賊〉
または〈魔法学〉
（難易度13）
：キャラクターは手品やちょっ
とした魔法の技を披露して皆を楽しませる。
成功：キャラクターたちは絶望に耐えた。衛兵たちの士気も回復
したため、遭遇9にも衛兵たちが参戦する。
失敗：絶望が勝利を収めた。衛兵たちは遭遇9に登場せず、すべて
のキャラクターはこの遭遇の最初の自分のターンが終了するまで幻
惑状態になる。絶望デッキを使用しているなら、各プレイヤーに1枚
ずつカードを引かせること。各キャラクターは幻惑状態で遭遇9を
B r i a n S n o d dy

開始する代わりに、引いたカードの作用を受ける。
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ヴォンタリンの軍勢
遭遇レベル3
遭遇を開始する前に、以下の文章を読み上げること：
皆さんが巡回を終えて戻ってくると、武器庫の方角から叫び声が
聞こえます。白い骸骨の軍団が建物を包囲しているのが遠目に見え
ます。

セットアップ
ぽんこつスケルトン（D）

8〜12体

ブレイジング・スケルトン（B） 2体
シャドウ・ストーカー（S）

1体

デュポンデの衛兵（G1〜G6、味方；P.64を見るか、D&Dエンカウン
ターズのオーガナイザーに頼んでデータ・ブロックの写しをもらうこと）
キャラクターたちはスケルトンどもが武器庫に押し入る前にこれ
を食い止めるべく現場に急行する。この遭遇のセットアップを行な
う際、英雄たちから視認されていない限りシャドウ・ストーカーは
配置しないこと。シャドウ・ストーカーに気づくためには難易度20
の〈知覚〉判定が必要である。
シャドウ・ストーカー（S）
レベル 3 奇襲役
中型・シャドウ・人型
hp：25；重傷値：12
イニシアチブ：＋9
感覚：
〈知覚〉＋3
AC15；頑健14、
反応16、
意志14
移動速度：8
暗視
脆弱性：
［光輝］5
特徴
インサブスタンシャル／非物質的
このシャドウに対して、
［光輝］
または
［力場］
ダメージを与えるものを除くあらゆ
る攻撃は半減ダメージになる。このシャドウが［光輝］
ダメージを受けると、こ
のシャドウは次の自分のターンの開始時までこの特徴を失う。
ボーン・オヴ・シャドウズ／影より生まれしもの
このシャドウは完全視認困難でなく部分視認困難を得ているだけで、隠れる
ための
〈隠密〉
判定を行なうことができる。
標準アクション
m シャドウィ・タッチ／影の接触
（［死霊］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：1d8＋6の
［死霊］
ダメージ。
M シャドウ・ストーク／つきまとう影
（［死霊］）F再チャージ：このシャドウがシャ
ドウ・ステップを使用した時
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：1d6＋8の
［死霊］
ダメージ。このシャドウはシフトして目標の接敵面に
入り、
目標の影と一体化する
（セーヴ・終了）。目標の影と一体化している間、
このシャドウは目標の接敵面にとどまり続け、さらに以下の利益を得る。（1）
目
標が移動するとこのシャドウも機会攻撃を誘発することなく一緒に移動する。
（2）
全防御値に＋4ボーナスを得、
目標に対する攻撃ロールには＋5ボーナス
を得る。目標がこの効果に対するセーヴに成功すると、このシャドウは目標に
隣接するマスにシフトする。
トリガー型のアクション
シャドウ・ステップ／影への一跳び
（[瞬間移動]）F無限回
トリガー：このシャドウから5マス以内にいる生きているクリーチャーのhpが0
以下になる。
効果（フリー・アクション）：このシャドウはそのクリーチャーに隣接するマスま
で瞬間移動し、
次の自分のターンの終了時まで攻撃ロールに＋2ボーナスを得
る。
技能：〈隠密〉
＋10
【敏】19（＋5） 【判】14（＋3）
【筋】12（＋2）
【耐】13（＋2）
【知】12（＋2） 【魅】11（＋1）
属性：悪
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ぽんこつスケルトン（D）8 〜 12 体
レベル 1 雑魚 遊撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）
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：＋5
感覚：〈知覚〉＋2
AC16；頑健13、反応14、意志13
移動速度：6
暗視
［病気］；抵抗：［死霊］10；
完全耐性：［毒］、
脆弱性：［光輝］5
標準アクション
m ロングソード
（［武器］）F無限回
効果：このスケルトンはこの攻撃を行なう前に1マスシフトする。
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 ショートボウ
（［武器］）F無限回
効果：このスケルトンはこの攻撃を行なう前に1マスシフトする。
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【敏】17（＋3）
【判】14（＋2）
【筋】15（＋2）
【耐】13（＋1）
【知】3（−4）
【魅】3（−4）
言語：—
属性：無属性
装備：ロングソード、ショートボウ、アロー×20
ブレイジング・スケルトン（B）2 体
レベル 5 砲撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）
hp：53；重傷値：26
イニシアチブ：＋6
感覚：〈知覚〉＋4
AC19；頑健15、反応18、意志16
移動速度：6
暗視
［病気］；抵抗：［死霊］10、
［火］10；
完全耐性：［毒］、
脆弱性：［光輝］5
特徴
O ファイアリー・オーラ／炎のオーラ
（［火］）Fオーラ1
範囲内で自分のターンを開始したクリーチャーは5［火］
ダメージを受ける。
標準アクション
m ブレイジング・クロー／燃え盛る爪（［火］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d6＋3ダメージおよび継続的［火］
ダメージ5（セーヴ・終了）
。
r フレイム・オーブ／火炎弾（［火］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対“反応”
ヒット：2d4＋4ダメージおよび継続的［火］
ダメージ5（セーヴ・終了）
。
【筋】13（＋3）
【敏】18（＋6）
【判】15（＋4）
【知】4（−1）
【魅】6（±0）
【耐】17（＋5）
属性：無属性
言語：—

戦術
ブレイジング・スケルトン：このアンデッドたちは多少の知性を見せ、
常にその時点での最大の脅威に対してフレイム・オーブを使い続け
る。彼らは味方を自分のオーラに巻き込まないように気をつける。
ぽんこつスケルトン：4体のぽんこつスケルトンは砲兵として構え、
もっぱらショートボウを用いる。残りはロングソードでの接近戦を
行なう。
シャドウ・ストーカー：このクリーチャーはキャラクターたちが戦
場に散らばるまで待ち、攻撃目標を選び、シャドウ・ストークで攻撃
を開始する。シャドウ・ストークの効果が持続している間はシャド
ウィ・タッチで目標を攻撃し続ける。目標がセーヴに成功したなら、
視認困難を得られる場所に戻って再び隠れる。

衛兵隊：このセッションの技能チャレンジでパーティが成功した
かどうかによって、衛兵たちが傍観するか共に戦うのかが決まる。
傍観する場合、衛兵たちは何の行動も行なわず、住民はおろか自分の
身すら守ろうとはしない。キャラクターたちの努力が衛兵たちを勇

家具調度および物資：これらのマスは移動困難な地形である。

屋根：武器庫の屋根の高さは20フィート（4マス、約6m）であり、
他の建物と違って水平である。
階段：階段は移動困難な地形である。この階段は武器庫の2階（今
は町の住民たちでいっぱいである）に通じている。

気づけていた（＝衛兵たちが共に戦う）場合は、この遭遇においてそ

彫像：橋のたもとの両脇に立っている彫像は遮断地形である。

れぞれのプレイヤーに1人ずつ衛兵を操作させること。プレイヤー

机：机のあるマスは移動困難な地形である。

が操作する衛兵はそのプレイヤーのキャラクターの直後のイニシア
チブで行動する。
敵の増援：キャラクターたちが『孤独な死』でダーク・ワンを倒し
ていた場合、この遭遇に追加の敵が現れることは無い。そうでない
場合は、キャラクターたちがぽんこつスケルトン4体またはブレイジ
ング・スケルトン1体を倒した時点で、4体のぽんこつスケルトンが
増援として登場する。これらのスケルトンはマップ上のRと記され
たマスの近くに出現する。

セッション9

遭遇の展開

窓：武器庫の窓は外の地面から5フィート（1マス、約1.5m）の高さ
に あ る。 窓 の 幅 は1フ ィ ー ト（ 約30cm）、 高 さ は4フ ィ ー ト（ 約
120cm）で、鉄格子がはまっている。

結末
スケルトンの軍勢を撃破したキャラクターたちは、ぽんこつスケ
ルトンたちが着ているぼろぼろの茶色いローブが修道士の服である
ことに気づく。これが重要な手がかりであることに気づくNPCはい
ない。この謎は次のセッションに持越しとなる。

このエリアの情報
明るさ：“暗い”。あらゆる光源は通常の半分の距離までしか光が
届かない。
送水路：水面は路上から5フィート（1マス、約1.5m）低く、水の深

まもなく日の出がやってきて、町はシャドウフェルからこの世界
に戻る。しかしキャラクターたちは気づく。今回の自然世界への帰
還は妙にのろのろとしていた—まるでシャドウフェルがデュポン
デの町にしがみついているかのように。

さは水面から10フィート（2マス、約3m）である。泳ぐための判定は
必要ないが、1マスにつき2マス多い移動と数える。水の中にいるク
リーチャーが路上に上がるためには、1回の移動アクションを費や
して登攀のための難易度12の〈運動〉判定に成功しなければならな
い。
橋：アーチ状の橋の一番高い部分は、水面から10フィート（2マス、
約3m）の高さである。
荷馬車：荷馬車の床面は地面よりも3フィート（約90cm）高い。荷
馬車の上に乗ることは1マス多い移動と数える。

報酬
このセッションの終了時に、キャラクターは1人あたり300XPを
受け取る。これはモンスターと戦ったこと、技能チャレンジに取り
組んだこと、町を守りきったことに対するものである。これまです
べてのセッションに参加したプレイヤーのキャラクターは、すべて
のクエストを達成しているならこの時点で2,250XPに到達し、3レ
ベルにレベルアップできる。

扉：武器庫（マップ中央の建物）の扉は損傷を受け、錠前が壊れて
いる。他の扉は施錠されており、開けるためには難易度12の〈盗賊〉
判定で開錠するか難易度19の〈運動〉判定で扉をこじ開ける必要が
ある。
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第3章

プレイヤーたちが修道院の廃墟を捜索しに行くという示唆に従お
うとしない場合、グリムボルドがキャラクターたちにそうするよう

これより始まるはエヴァードが残した影の第3章である。この章

頼む。保安官はこれ以上修道院の墓地から骸骨がやってくることが

の遭遇は3レベルのキャラクターたちを想定している。君のグルー

無いのかどうかを確認してきてほしいのだ。彼はまた、墓所を暴い

プのキャラクターのほとんどが2レベルである場合は、P.2の遭遇を

てスケルトンを作り出した何ものかがいるはずだ—たとえばナセ

調整するを参照せよ。すべてのキャラクターは大休憩を取り、hpと

イレのような奴が—という点も指摘する。

回復力を最大まで回復し、1アクション・ポイントを持ち、一日毎パ
ワーをすべて使える状態になっているはずである。
絶望デッキ：絶望デッキを使用している場合、それぞれのプレイ
ヤーにこのデッキからカードを1枚ずつ引かせること。引いたカー
ドはそのプレイヤーのキャラクターに作用を及ぼす。

セッション10：
聖アヴァーシル修道院の墓地

修道院への道
キャラクターたちが聖アヴァーシル修道院の捜索に出発したなら、
以下の文章を読み上げること：
デュポンデの西に伸びる道は、白川を見下ろしながら木々が生い
茂るなだらかな丘を通っていきます。2、3時間ほど歩いたころ、水
辺の丘の上に大きな修道院の廃墟が見えてきます。屋根はほとんど
抜け落ち、鐘楼は凸凹の台座しか残っていません。
川沿いの道から修道院まで、幅広の荷車の轍が残っています。門

前回と前々回のセッションでシャドウフェルでの2回目の夜を経

から数百メートルほど手前のところで道が分岐して、川に面した崖

験したキャラクターたちは、ヴォンタリンが町に送り込んだ大攻勢

の下の方に向かっています。その崖には洞窟が掘られているのが見

をみごと撃退した。セッションを始めるにあたって以下の文章を読

えます。墓所の入り口らしき大きな青銅の扉は開かれています。扉

み上げること：

に刻まれている様式化された太陽の印は、廃墟となったヴォンタリ
ン邸の地下室で発見した青銅製の封印具を思い出させます。

日が昇り、影がのろのろとデュポンデから退いていきます。皆さ
んがゆっくりと休憩をとった後、午後になってグリムボルドが尋ね
てきます。「武器庫での活躍は聞いたぞ。本当によくやってくれた。
俺は昨晩、礼拝堂の守りについていたんだが、骸骨どもに何人もやら
れちまった。それで、俺たちが戦った骸骨たちは坊さんの服を着て
たんだが、ゼラン修道士はあいつらが聖アヴァーシル修道院の墓地
から来たんじゃないかと考えているそうだ」
聖アヴァーシル修道院はデュポンデから西に2、3時間ほどの距離
にある、大きな修道院の廃墟だとグリムボルドは説明する。その修
道院はヴォンタリンとエヴァードの伝説的な決闘によって破壊的な
損害を受け、それ以降二度と修繕されなかったのだという。修道院
の最後の住人であったペイロアの修道士たちは30〜40年ほど前に
その建物を放棄してしまった。グリムボルドは修道院があった方角
を知っており、キャラクターたちに聞かれれば答える。
プレイヤーたちにヴォンタリン邸の地下室で見つけた青銅の封印
具のことを思い出させること。あの封印具にはペイロアの聖印が刻
まれていた。キャラクターの誰かは即座に封印具と修道院の関連性
に気づくかもしれない。

ナセイレはどこだ ？
昼の間、かの憑依された魔術師、すなわちナセイレはシャドウフェ
ルにある聖アヴァーシル修道院の “こだま” の方にいる。せっかちな
キャラクターたちはナセイレを探して修道院の地面を1cm刻みで調
べつくそうとするかもしれない。しかし、ヴォンタリンの仲間たちの一
部はこの世界側にいる。遭遇10および11は、ナセイレがまだシャド
ウフェルに捕らわれている昼の間に発生するのだ。
日が沈むと修道院もシャドウフェルに引き戻される。ナセイレは図
書室の捜索を再開し、キャラクターたちは遭遇12でナセイレと出会う
ことになる。それまでにいずれかのダーク・ワンを捕虜にしていれば、
ナセイレが図書室にいることをキャラクターたちに話すだろう。
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墓所の入り口
ヴォンタリンの配下たちは墓所の中で、棺を漁ったり、主が帰って
きた時に備えて骸骨を準備したりするのに忙しい。
〈知覚〉（難易度15）：扉の外の堅く踏み固められた地面に足跡が
いくつか残っている。それによって、墓所の扉は長らく閉ざされて
いたが、つい最近開けられたということがわかる。墓所が開いた後、
無数の骸骨の足が中からぞろぞろと出てきたことも分かる。この判
定で20以上を出したキャラクターは、割れた蹄のような足を持つ小
型の二本足のクリーチャー（ダーク・ワン）の足跡にも気づく。こち
らの足跡は何度も墓所に出入りしているようだ。
明かり：墓所内の各部屋は消えずの松明と同じ明るさを持つ青銅
の火鉢の冷たい炎によって照らされており、墓所全体が“明るい”。こ
の火鉢はこのシーンの背景であり、墓所から持ち出すと火鉢の魔力
は消えてしまう。

北の墓所
この部屋には、特別な埋葬にふさわしいだけの行ないを見せたペ
イロア信徒たちの亡骸が葬られている。
いかめしい天使の像がこの部屋を見張るように立っています。壁
面には青銅製のネームプレートの下に、漆喰で塗り固められた埋葬
用のくぼみが並んでいます。そのほとんどは破壊され、壁の下に漆
喰の小山ができています。また、この部屋には棺も2つ置かれていま
す。その一方には豪華な衣装を着た商人ふうの像が刻まれ、もう一
方はローブ姿の貴婦人のものです。東側には大きな部屋に下る通路
が瓦礫で塞がれています。
ここの壁には埋葬用のくぼみが何十もあり、床から天井まで5段の
構造になっている。それぞれのくぼみは奥行き3フィート（約90cm）、
高さ2フィート（約60cm）、幅6フィート（約180cm）ほどである。こ
の部屋はナセイレの手下どもが最初に骨を集め始めた場所であるた

セッション1 0

め、くぼみのほとんどは空になっている。手付かずの漆喰には鋭い
一撃を加えるだけで穴を開けて中を覗き込むことができる。くぼみ
の中には腐食した茶色のローブをまとった塵まみれの骸骨だけが
残っている。

この部屋は北の墓所とよく似ているが、ごくわずかしか荒らされ
ておらず、他のほとんどは手付かずである。
この部屋もスケルトンたちに守られている。影の墓所の遭遇を見
よ。

この部屋はスケルトンたちに守られている。影の墓所の遭遇に進
むこと。キャラクターたちが（戦闘中に）他の部屋に移動した際には
このページにある他の部屋の記述を参考にせよ。

中央の部屋
この部屋にも、苛烈な表情の天使像が見張るように立っています。
また、暗い水をたたえた泉も見えます。

大墓所
ここには最も偉大な修道士たちが埋葬されている。
2つの下り階段はいずれも、この広い埋葬室に通じています。アー
チ状の天井は4本の柱に支えられていましたが、そのうち1本は崩れ
落ちています。部屋の中央は、ローブを着た聖職者の静謐な姿が刻
まれた6つの棺で占められています。2つの棺は蓋が外れており、一

この部屋の泉は小さな噴水になっている。水は冷たく飲用可能で

方の蓋は砕けて床に散らばっています。奥の壁にはやや小さな棺が

あり、ペイロアの祝福を受けている。善属性のキャラクターがこの

並んでおり、それぞれの棺の上には天使の像があります。壁や天井

水を飲むと、次の遭遇が終了するまですべての防御値に＋1ボーナス

から剥落した瓦礫があちこちで小山をなしており、大きな地割れが

を得る。この水は泉から遠くに運ばれた時点で祝福の効果を失う。

部屋を真っ二つに分断しています。

南の墓所
この部屋は北の墓所と同様に、ペイロアの平信徒の遺体を埋葬す
るために使われていた。

1体のブレイジング・スケルトンがこの部屋を守っている。憑依
されたナセイレに従うダーク・ワンが2体、この部屋でスケルトンを
増産するための準備をしている。開いた棺にはダーク・ワンたちの
“仕事”の成果が入っている。

この墓所にも、いかめしい天使の像が見張るように立っています。
ここには北側の墓所よりも多くの埋葬用のくぼみがあり、そのほと
んどはまだ荒らされていません。部屋の中央の墓は一方が鎧をま
とった女性騎士のもの、もう一方は王侯貴族ふうのローブをまとっ
R alph Hor sle y

た男性のものです。東側の下り階段は大きな部屋に通じています。
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影の墓所
遭遇レベル3

セットアップ
呪詛騎士（K）

2体

ブレイジング・スケルトン（B） 1体
ぽんこつスケルトン（D）

8体

いずれかのキャラクターがスケルトンたちに気づかれたなら、即
座にこの遭遇が始まる。キャラクターたちから視線が通っている場
所にいるモンスターのみを配置すること。墓所の入り口側から大墓
所の中を覗き込むためには、下り階段に隣接したマスまで移動しな
ければならない。
キャラクターたちが入ってきた時点で、以下の文章を読み上げること：
朽ちた茶色の僧衣を着た骸骨が2体、錆び付いたロングソードを
持って立っています。骸骨たちは皆さんが視界に入ったとたん、剣
を掲げて突進してきます。
ぽんこつスケルトン（D）8 体
レベル 1 雑魚 遊撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）
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：＋5
感覚：
〈知覚〉＋2
AC16；頑健13、
反応14、
意志13
移動速度：6
暗視
［病気］；抵抗：
［死霊］10；
完全耐性：
［毒］、
脆弱性：
［光輝］5
標準アクション
m ロングソード
（
［武器］
）F無限回
効果：このスケルトンはこの攻撃を行なう前に1マスシフトする。
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 ショートボウ
（
［武器］
）F無限回
効果：このスケルトンはこの攻撃を行なう前に1マスシフトする。
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【敏】17（＋3）
【判】14（＋2）
【筋】15（＋2）
【耐】13（＋1）
【知】3（−4）
【魅】3（−4）
言語：—
属性：無属性
装備：ロングソード、ショートボウ、アロー×20
ブレイジング・スケルトン（B）
レベル 5 砲撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）
hp：53；重傷値：26
イニシアチブ：＋6
感覚：
〈知覚〉＋4
AC19；頑健15、
反応18、
意志16
移動速度：6
暗視
［病気］；抵抗：
［死霊］10、
［火］10；
完全耐性：
［毒］、
脆弱性：
［光輝］5
特徴
O ファイアリー・オーラ／炎のオーラ
（［火］）Fオーラ1
範囲内で自分のターンを開始したクリーチャーは5［火］
ダメージを受ける。
標準アクション
m ブレイジング・クロー／燃え盛る爪
（［火］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d6＋3ダメージおよび継続的［火］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
r フレイム・オーブ／火炎弾
（［火］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対“反応”
ヒット：2d4＋4ダメージおよび継続的［火］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
【筋】13（＋3）
【敏】18（＋6）
【判】15（＋4）
【知】4（−1）
【魅】6（±0）
【耐】17（＋5）
属性：無属性
言語：—
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呪詛騎士（K）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
感覚：〈知覚〉＋3
AC：20；頑健15、反応16、意志15
移動速度：6
暗視
標準アクション
m ショート・ソード
（［武器］）F無限回
効果：呪詛騎士は以下の攻撃を2回行なう。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋4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］）F無限回
攻撃：遠隔・10／20（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ。
M ヴィシャス・フラリー／苛烈な滅多刺し
（［武器］）F再チャージ 5 6
攻撃：近接・1（クリーチャー1体または2体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ、
目標は減速状態となり、かつ継続的ダメージ5を受け
る
（セーヴ・両方とも終了）。
移動アクション
ダーク・ステップ／闇の歩法F無限回
効果：この呪詛騎士は4マスまで移動する。この移動により誘発した機会攻撃
に対して＋4のボーナスをACに得る。加えて、この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クリーチャーに対して、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F無限回
効果：この呪詛騎士の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。この呪詛騎士によりマークされている間に、この呪詛騎士
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
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になった。
効果（アクション不要）：この呪詛騎士に隣接している敵はすべて、
次のそのク
リーチャー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）
言語：共通語
属性：無属性
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

戦術
この墓所にいるダーク・ワンたちはスケルトンたちに命令を下す
ことができる。
ブレイジング・スケルトン：このクリーチャーは敵がぎりぎりフレ
イム・オーブの射程に入る距離を保とうとし、可能な限り大墓所の
中に留まる。大墓所の中からは、階段および階段に隣接するすべて
のマスにいる目標を攻撃可能だからである。
呪詛騎士：このクリーチャーたちは最初の場所から動こうとせず、
キャラクターたちが大墓所の中に入ってくるまでは接近戦よりもハ
ンド・クロスボウでの攻撃を好む。だが、敵が大墓所まで進入する
や否や、前進してその敵に隣接する。近づく際にはダーク・ステッ
プを用い、隣接している敵の数が1体ならショート・ソードで攻撃し、
2体以上ならヴィシャス・フラリーを使用する。呪詛騎士たちはダー
ク・ステップを活用して守りの堅い敵の脇をすり抜けたり、弱い敵
を追いかけたりする。
ぽんこつスケルトン：左側の部屋は狭いため、ぽんこつスケルトン
たちは接近して剣で攻撃する。彼らは毎ラウンド最寄の敵を攻撃す
る。

このセッションの終了時に、キャラ

D
D

Start Area

K B
D

る。これは墓所のすべての部屋を捜
索し、モンスターたちと戦ったことに
よるものである。

K
D

ク タ ー は1人 あ た り250XPを 受 け 取

セッション1 0

報酬

財宝：特に美しく装飾された、東側
の列の中央の棺には、最近開かれた形
跡がある。この棺の中には相当量の

D

財宝が収められている。いくつかの

D

小 袋 の 中 身 を あ わ せ る と、1,000sp、
140gp、ブルー・トパーズ（100gp）、
小さなエメラルドをちりばめた優美
な銀の指輪（250gp）、＋1アミュレッ

D

ト・オヴ・ヘルス
（『PHB』）が手に入る。

D

パーティが墓所を穢すのは畏れ多
いと棺を開けなかった場合、ペイロア
はキャラクターの1人に祝福を授ける。
そのキャラクターはこのシーズンの
終わりまで、頑健、反応、意志の各防御

このエリアの情報
火鉢：青銅の火鉢は移動困難な地形である。
地割れ：この大きな地割れは幅10フィート（2マス、約3m）、深さ

値に＋1強化ボーナスを得る。祝福を
受けるキャラクターを選ぶ際には魔法のアイテムの分配に関する通
常のルールを用いるべきだが、墓を暴くことに反対したキャラク
ターを優先すべきであろう。

20フィート（4マス、約6m）である。斜面はデコボコしているが傾斜
は急であり、登攀には難易度13の〈運動〉判定が必要である。
扉：このエリアの扉は錆びついた青銅の板であり、施錠されてい
ない。
瓦礫：瓦礫が散らばったマスは移動困難な地形である。
棺：棺は移動困難な地形である。
像：像は遮断地形である。
泉：泉の周りには高さ2フィート（約60cm）の壁がある。水の深さ
は15フィート（3マス、約4.5m）。

結末
ダーク・ワンが捕虜にされたなら、ナセイレ（＝ヴォンタリン）が
日中はシャドウフェルに捕らわれていること、夜は修道院の図書室
で探し物をしていることをキャラクターたちに話す。また、他のヴォ
ンタリンの手下たちもこの廃墟の捜索を行なっていることを明かす。
キャラクターたちが尋問を行なうことなくダーク・ワンたちを殺
してしまった場合、DMは手がかりとして、同じような情報を記した
メモか何か（ヴォンタリンが書いたもの）をパーティに与えるべきだ。
道具：ダーク・ワンたちが埋葬用のくぼみを開けるのに使ってい

Dav e A l l s o p, J a s o n A . E n g l e

たかなてこなどの工具が見つかる。
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セッション11：
修道院の敷地内にて
キャラクターたちはセッション10において修道院の墓所に巣
食っていたダーク・ワンおよびスケルトンたちを排除し、ようやく
憑依されたナセイレの後姿が見えてきたといったところである。だ
が、聖アヴァーシル修道院の敷地はまだまだ広く、ヴォンタリンの亡
霊に従うモンスターたちは未だ周囲の影の中をうろついている。
DMの準備ができたなら、以下の文章を読み上げること：
皆さんは修道院の麓の岸壁に掘られた墓所から外に出ます。修道
院の廃墟は白川を見下ろす丘の上に立っています。丘の頂上から麓
まで、曲がりくねった壁や母屋以外の小さな建物多数が並んでいま
す。崩れた壁の間に見えるのは小さな礼拝堂、宿舎、食堂、倉庫など
でしょうか。かつての聖アヴァーシル修道院が小さな町と呼べるほ
どの規模だったのは間違いありません。しかし今は、伸び放題の茂
みと若木が開けた地面のほとんどを覆い、さらに廃墟と化した建物
の中までも侵食しています。広大な敷地の中で最も大きな建物が、
修道院の本堂でしょう。
前回、皆さんは墓所でアンデッドの一団および奇妙な人型生物の2
人組を発見しましたが、ナセイレは見当たりませんでした。しかし
彼がここで作業を行なっていることは分かっており、日没が近づい
ています。
さて、皆さんはどうしますか ？
プレイヤーたちに現在の状況を把握してもらい、計画を練らせる
こと。遭遇10で捕虜にしたダーク・ワンを尋問するなら、修道院の
敷地内を探索すべきだということが分かるだろう。キャラクターた
ちが取りそうな選択肢としては以下のようなものが考えられる。
敷地内の探索：キャラクターたちが修道院の敷地内を探索しよう
とするなら、
『敷地内の探索』の項に進むこと。
修道院の本堂を調べる：キャラクターたちが最も大きく目立つ廃
墟である修道院の本堂を調べようとするなら、『修道院本堂の探索』
の項に進むこと。
休む、待ち伏せる、あるいは待つ：プレイヤーたちは日没まで待と
うとするか、墓所の中で待ち伏せをしようとするか、あるいは何もせ
ずに何かが起きるのを待っているかもしれない。それらの場合は『日
没を待つ』の項に進むこと。

日没を待つ

日が沈んで2時間ほど経過したころ、丘の上の廃墟から小さな爆発
音とかすかな炎の揺らめきがちらっと見えて消えます。遠くの方か
らシシシッという笑い声が聞こえてきますが、それもやがて途絶え
ます。そして修道院の本堂の南側に位置する、皆さんのいる場所に
近い小さめの建物や壁の間から閃光が走ります。
タール・デヴィルたちは廃墟の中で小動物を火あぶりにして遊ん
でいる。キャラクターたちが見聞きした音と光はこれが原因である。
キャラクターたちがこれを調べに行くなら、穢された社の遭遇に進
むこと。すでに日が沈んでいるため、キャラクターたちは視界を確
保するために光源を持ち歩かざるを得ない。遭遇11のモンスターた
ちはその光が近づいてくるのに気づくため、キャラクターたちは技
能チャレンジに失敗したものとして扱われる。

修道院本堂の探索
この場所で最も目立つ建物は修道院の本堂であるため、キャラク
ターたちは周りの小さな建物の調査を後回しにして本堂の探索を優
先しようとするかもしれない。パーティがそのように決断した時点
で、以下の文章を読み上げること：
修道院の本堂は単なる瓦礫の山になっており、崩落した屋根と崩
れ落ちた壁からかろうじて壮大な建物の輪郭が判別できる程度です。
密生する黒い木ともつれあう茂みのせいで、地面もほとんど見えな
いありさまですが、崩れた壁の中の建物間を結ぶ舗装された通路が
かろうじて見つかりました。
このエリアに存在するモンスターは南門（遭遇11）にいる集団の
みであり、それはここからは離れた場所である。プレイヤーたちに、
日没まで敷地内を調べ続けるよう促すこと。

敷地内の探索
修道院の本堂を取り囲むようにして、多数の付属建築物や壁が立
ち並んでいる。何人かのダーク・ワンおよびその護衛である地獄の
住人たちが、南門近くの小さな社を隠れ家にしている。しかし、この
モンスターたちを発見するのは少々手間である。キャラクターたち
が注意を怠ったなら、モンスターたちは不意打ちの準備をしている
かもしれない。
キャラクターたちが以下の技能チャレンジを終えたなら、穢され
た社の遭遇に進むこと。

午後の間、修道院の墓所付近では何も起きない。

技能チャレンジ：探索

太陽が地平線の彼方に沈むと、皆さんはこれまでの二晩でおなじ

かった時点から始まる。この修道院の廃墟は森に侵食されており、

この技能チャレンジはキャラクターたちが敷地内の探索に取り掛
みになったシャドウフェルからのはらわたがよじれるような衝撃を

崩れた壁は下生えと木々に飲み込まれつつある。ナセイレとその手

感じます。あっと言う間に廃墟全体が超自然的な陰鬱に覆われます。

下たちが隠れるのに適しているような場所はいくらでも見つかるだ

茂みや樹木は悪意を持っているかのように見え始め、傾いた壁から

ろう。敷地内を調べつくすには何時間もかかるだろうが、できれば

は不穏で剣呑な気配が漂ってきます。

日没までに済ませてしまうべきだ。
レベル：3

キャラクターたちがこれから修道院の敷地内を探索し始めるなら、
『敷地内の探索』の項に進むこと。パーティがまだ待ち続けるなら、
さらに以下の文章を読み上げること：
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複雑度：2（4回失敗する前に6回成功しなければならない）；パー
ティは1回の成功を収めるたびに南門の方に近づいていく。
主要技能：〈運動〉、
〈隠密〉、
〈自然〉、
〈宗教〉、
〈知覚〉、
〈魔法学〉

図書館の出現

良好な視界を確保しようとする。そのキャラクターは何か手がかり

キャラクターたちが敷地内を捜索するなら日が出ている時間帯に

になるようなもの、たとえば真新しいタールや動物の死骸などを発

遭遇11が始まる。遭遇が終わった後、日没が訪れ、修道院の敷地全体

見する。

は再びシャドウフェルに引きずり戻される。ただ時間の経過を待っ

〈隠密〉（難易度13；集団判定）：キャラクターたちは耳を澄ませ

ていたキャラクターたちは暗闇の中で戦うはめになるので、すでに
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〈運動〉
（難易度21）
：キャラクターは崩れた塔や壁の上によじ登り、

る邪魔にならぬよう、また誰かに気づかれることのないよう、なるべ

日が沈んでいることを念頭に置いて以下の描写を変更すべきである。

く音を立てずに進もうとする。各キャラクターは〈隠密〉判定を行な

いずれにせよ、戦闘が終了したら以下の文章を読み上げること：

い、半数以上のキャラクターが成功したなら1回の成功と数える。
〈自然〉（難易度13）：キャラクターはモンスターが住み着いてい

皆さんが戦いを終えてまもなく、日没が訪れます。太陽が地平線

る気配を探る—小鳥たちがさえずっている場所といない場所、放

の彼方に沈んでいくにつれて、修道院の敷地全体がシャドウフェル

棄された動物の巣穴やねぐら、踏み荒らされた下生えなどである。

に引きずり込まれ、この2日で馴染みとなった眩暈のするような感覚

〈宗教〉
（難易度9）：宗教的建築物に関する知識を元に、周囲の建
物の用途を見定め、敷地内の建物の配置を合理的に推測する。

が訪れます。デュポンデの町で起きたのと同様に、この次元転移に
よってあらゆるものの形が歪みます。廃墟は捻じ曲がり、悪意を漂

〈知覚〉（難易度13）：このエリアにモンスターが隠れている痕跡

わせ始めます。木々や茂みは黒っぽくなり、さらに濃密に生い茂り

（足跡など）を探す。遠目にちらりと見えた動く影を追いかけたり、

ます。それほど遠くない場所にある、数秒前までは廃墟であったは

蹄の足跡をたどることで、パーティは先へと進む。
〈魔法学〉（難易度13；“習得済み” の場合のみ）：魔法的な “視覚”
によって影の気配を探ったり、遭遇11に登場する魔物が残した痕跡

ずの2階建ての建物が、今は無傷の状態に見えます。あれは礼拝堂か、
それとも図書館かもしれません。その建物の2階の窓からランタン
の灯りが揺らめいているのが見えます。

を識別する。
成功：キャラクターたちは遭遇11のモンスターたちを発見し、遭
遇が始まる前にダーク・ワンとタール・デヴィルを視認する。モン

キャラクターたちはついにナセイレの隠れている場所を見つけた。
そこで何が起きるのかは次回のお楽しみということになる。

スターたちは不意を討たれた状態で遭遇が始まる。
失敗：キャラクターたちは遭遇11でモンスターたちの待ち伏せに

Eric Deschamps

遭う。キャラクターたちが不意を討たれた状態で遭遇が始まる。

53

穢された社
遭遇レベル3

セットアップ
影の弩兵（B）

2体

タール・デヴィルの喧嘩屋（T） 2体
リーチング・シャドウ
（L）

2体

ナセイレは配下のダーク・ワン2体に修道院の南門を見張るよう
命じ、戦力の補強として2体のタール・デヴィルを召喚してダーク・
ワンの配下に付かせた。キャラクターたちから視線の通っているモ
ンスターのみ配置すること。リーチング・シャドウたちは遭遇の開
始時に隠れており、気づくには難易度18の〈知覚〉判定が必要である。
遭遇の開始時に以下の文章を読み上げること：
古い歩道は修道院の壁に築かれた門に通じていました。石段を
登った先は小さな庭になっていて、小規模な社と荒れ果てた納屋が
立っています。壁の高さは外の地面から数えて20フィート（4マス、
約6m）ほどであり、壁の上の通路や矢狭間の部分は崩れています。
壁には外を見下ろす細い窓がついています。
キャラクターたちが『敷地内の捜索』の技能チャレンジに失敗して
いるか、暗闇の中を光源を手にして近づいた場合、モンスターたちか
ら不意討ちされる。
キャラクターたちが技能チャレンジに成功していた場合、入り口
を横切るタール・デヴィルの姿に気づき、キャラクターたちがモン
スターを不意打ちすることができる。
タール・デヴィルの喧嘩屋（T）2 体
レベル 3 暴れ役
中型・永劫・人型（デヴィル）
hp：53；重傷値：26
イニシアチブ：＋4
感覚：
〈知覚〉＋6
AC：15；頑健14、
反応16、
意志14
移動速度：6
暗視
［酸］5
抵抗：［火］10；脆弱性：
特徴
O タール・スプラッター／タール跳ね散らしFオーラ1
範囲内で自分のターンを開始した敵は、そのターンの間シフトを行なえなくな
る。
標準アクション
m スラム／叩きつけ
（
［火］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋7の
［火］
ダメージ。
M タール・ストライク／タールの打撃
（［火］）F再チャージ 5 6
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：3d6＋5の
［火］
ダメージ。目標は動けない状態になり、継続的［火］
ダメ
ージ5を受ける
（セーヴ・両方とも終了）。
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4） 【判】11（＋1）
【耐】13（＋2）
【知】10（＋1） 【魅】12（＋2）
言語：神界語
属性：悪
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影の弩兵（B）2 体
レベル 5 砲撃役
小型・シャドウ・人型、ダーク・ワン
hp：50；重傷値：25
イニシアチブ：＋6
感覚：〈知覚〉＋9
AC：17；頑健16、反応17、意志16
移動速度：6
暗視
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位（［死霊］）
影の弩兵は戦術的優位を得ている敵にヒットを与えたときには常に、5ポイン
トの追加［死霊］
ダメージを与える。さらに、そのクリーチャーに隣接しているそ
のクリーチャーの味方は皆、5の
［死霊］
ダメージを受ける。
デッドリィ・プレシジョン／致命的な狙い
味方が挟撃している敵に対し、影の弩兵が遠隔攻撃を行なう場合、
影の弩兵
はその敵に対して戦術的優位を得る。
標準アクション
m ダガー
（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d4＋5ダメージ。
r ブラック・ボルト／黒の太矢（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋10対 “頑健”
ヒット：1d8＋5ダメージ、
目標は機会攻撃を誘発するたびに5ダメージを受ける
（セーヴ・終了）。
移動アクション
ダーク・ステップ／闇の歩法F無限回
効果：この影の弩兵は4マスまで移動する。この移動により誘発した機会攻撃
に対して＋4のボーナスをACに得る。加えて、この影の弩兵はこの移動の終
了時点で隣接しているすべてのクリーチャー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
キリング・ダーク／死に際の闇
トリガー：この影の弩兵のヒット・ポイントが0になった。
効果（アクション不要）：この影の弩兵に隣接している敵はすべて、
次のそのク
リーチャーのターン終了時まで盲目状態になる。
技能：〈隠密〉＋11
【筋】11（＋2）
【敏】18（＋6） 【判】15（＋4）
【耐】14（＋4）
【知】11（＋2） 【魅】11（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ダガー、クロスボウ、ボルト×20
リーチング・シャドウ（L）2 体
レベル 1 雑魚 奇襲役
小型・シャドウ・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：＋7
感覚：〈知覚〉＋1
AC15；頑健13、反応14、意志12
移動速度：6、飛行6（ホバリング）
特徴
ボーン・オヴ・シャドウズ／影より生まれしもの
このシャドウは完全視認困難でなく部分視認困難を得ているだけで、
隠れる
ための
〈隠密〉判定を行なうことができる。
標準アクション
m シャドウ・メルド／影に溶け込む
（［死霊］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：4［死霊］
ダメージ。このシャドウはシフトして目標の接敵面に入り、
目標
の影と一体化する
（セーヴ・終了）。目標の影と一体化している間、このシャド
ウは“ゲームから除外”され、
目標は戦術的優位を与え、かつ継続的
［死霊］
ダ
メージ4を受ける。目標がこの効果に対するセーヴに成功すると、このシャドウ
は目標に隣接するマス
（このシャドウが選ぶ）
に出現する。
技能：〈隠密〉＋8
【筋】11（±0）
【敏】16（＋3） 【判】13（＋1）
【知】5（−3）
【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
属性：悪
言語：共通語

セッション1 1

戦術
ダーク・ワンとタール・デヴィル
は同じくヴォンタリンに仕える者と
して味方同士である。彼らはこの門
を守ろうと奮戦する。シャドウたち
は戦いを聞きつけてやってきた単な

L

る捕食者である。

T

影の弩兵：このダーク・ワンたち
はできる限り屋内に留まり、遮蔽を確

B

保しつつ窓からブラック・ボルトで
の狙撃を続けようとする。彼らは通

Start
Area

路の構造を熟知しているため、屋外の
キャラクターを狙撃するためにふさ

(Skill Challenge
Successful)

わしい位置の窓の方へ移動する。
リーチング・シャドウ：このクリー

Start
Area

(Skill
Challenge
Failure)

チャーは冒険者たちが庭内のモンス
ターたちと乱戦になるまで待ち、木々

T

の中から急に現れて孤立したキャラ

B

クターを狙う。
タール・デヴィル：この魔物たちは
キャラクターたちに接近するために

L

階段を下りて外まで行くことはない。味方の遠隔攻撃の支援が期待
できなくなるからである。必要とあらば “キャラクターたちが庭の
中に入ってきたら突撃する” という待機アクションを行なう。彼ら
はタール・ストライクを可能な限り頻繁に使う。

このエリアの情報
明るさ：キャラクターたちが暗くなるまで待っていたのでない限
り、“明るい”。
扉：扉は閉まっているが、施錠されていないし閂もかかっていない。

結末
キャラクターたちがこの場のモンスターを片付けたなら、P.53の
『図書館の出現』の項に進むこと。
ダーク・ワン：このクリーチャーは、もし捕虜になったなら、ナセ
イレ（＝ヴォンタリン）が日中はシャドウフェルに囚われていること、
夜は図書館内で探しものをしていることを話す。

報酬
このセッションの終了時に、キャラクターは1人あたり250XPを

池：この水場は移動困難な地形である。

受け取る。これは技能チャレンジに取り組んだことと、モンスター

階段：この階段は傾斜がゆるく、移動の邪魔にはならない。

と戦ったことによるものである。

樹木：木の幹のマスは移動困難な地形である。木に登るには難易

財宝：ダーク・ワンたちはこの場所で盗癖をほしいままにし、組

度8の〈運動〉判定が必要であり、小さな木の高さは約20フィート（4

織的な略奪をはたらいていた。その成果はなかなかのものであり、

マス、約6m）、大きな木は約30フィート（6マス、約9m）である。

1体のダーク・ワンはポーチの中に100spと90gpを持っている。も

壁：壁の高さは外の地面から20フィート（4マス、約6m）、庭側の

う1体は＋1ライフドリンカー・ウェポン（『PHB』）を持っている。ま

地面からは10フィート（2マス、約3m）である。崩れかけた表面は滑

た2体ともペイロア教団の古い巻物や書籍を袋いっぱいに持ってい

りやすい苔に覆われており、登るには難易度20の〈運動〉判定が必要

る。これらの書物は、彼らがこの廃墟の図書館にも盗みに入ってい

である。マップには通れそうな通路が書かれているが、実際の壁の

たという証拠である。

上は移動困難な地形である。
窓：これらの窓は開いており、幅2フィート（約60cm）、高さ3
フィート（約90cm）である。窓を通って移動するのは3マス多い移動

Jason A . Engle

と数え、難易度9の〈運動〉または〈軽業〉判定が必要である。
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セッション12：黒の図書館
キャラクターたちはついに、謎めいた追跡対象と対峙する正しき
時、正しき場所に至った。日没と共に聖アヴァーシル修道院がシャ
ドウフェルに引き戻された時、古い図書館の出現と共に、ずっと行方
がつかめなかったヴォンタリンに憑依されたナセイレも現れるのだ。
DMの準備ができたなら以下の文章を読み上げること：
シャドウフェルの寒々しい陰鬱がふたたび皆さんを包み込みます。
修道院の門庭から少ししか離れていない場所に図書館が出現し、そ
の2階の窓で小さな光がちらついています。

入り口を探せ
図書館は庭からさほど離れていないが、キャラクターたちが黒幕
と対決する前に乗り越えるべき小さな障害が一つある。どうやって
図書館の中に入るかだ。
扉：外に面した扉は鉄で補強された古いオーク材でできており、
施錠されている。開くには難易度22の〈運動〉判定で扉を破るか、難
易度20の〈盗賊〉判定で開錠を行なう必要がある。大きな石材または
石像を破城槌代わりに使うなら、〈運動〉判定に＋2ボーナスが得ら
れる上、1人のキャラクターが援護を行なえるようになる。
窓：1階に窓は無い。2階の窓まで外壁を登ろうとする場合、難易
度21の〈運動〉判定が必要になる。窓はかなり小さいため、窓から入
るのは3マス多い移動と数え、難易度9の〈運動〉または〈軽業〉判定を
要する。5以上の差で失敗したキャラクターは落下する。
瞬間移動：［瞬間移動］パワーを持つキャラクターは瞬間移動で中
に入ることができるが、外の地面に立った状況で内部に視線を通す
のは困難である。屋根のひさしは地面から25フィート（5マス、約
7.5m）の高さにある。屋根の上にいるキャラクターはひさしを伝っ
て2階の窓から侵入しようとすることができる（上記参照）。
ノックする：キャラクターが扉をノックして立ち入りの許可を求
めた場合、ヴォンタリンは1体の影の弩兵に命じて様子を見に行か
せ、さらに後詰として1体のダスク・ビーストを向かわせる。ダーク・
す い か

ワンは扉を開けずに誰何する。キャラクターたちが自分たちはヴォ
ダーク・ワンは扉を開けて招き入れる。

ナセイレ ？ ヴォンタリン ？
キャラクターたちが図書館の中に入ったなら以下の文章を読み上
げること：
図書館の中はいくつもの巨大な書棚と破れた紫色のカーテンで仕
切られています。青銅製のランタンが弱々しくも頼もしい光を放っ
ています。南側の壁に2階に通じる螺旋階段があり、2階部分はバル
コニーになっています。
爬虫類じみた姿の生きた影が本棚の間に潜んでいるのが見えます。
上の階を見上げると、バルコニーの手すりにもたれて一人の男が
立っています。顔かたちは年寄りフクロウ亭で会ったナセイレのも
のですが、白目のない真っ黒な瞳をしています。その腰のホルスター
には奇妙なエネルギーを帯びた紫色のクリスタルの球体が入ってい
ます。

キャラクターたちがナセイレとその配下たちを不意討ちしたので
ない限り、ナセイレは戦いを始める前にまず以下のように言う：
「間違いあるまい。我が密偵たちの報告にあったのはお前たちの
ことだな」ナセイレは冷たい笑みを浮かべて言います。彼の声は2人
の人物の声が重なったかのような響きです。「異邦人よ、私は別にお
前たちに危害を加えたいと思っているわけではない。お前たちも私
も、あの憎んでも憎み足りぬエヴァードに囚われた身であることに
変わりは無かろう。これ以上私の邪魔をするのなら、お前たちはエ
ヴァードの罠を抜け出す機会を永遠に失うことになるのだぞ」
ヴォンタリンと会話しようとしたキャラクターたちは、彼の話し
方が貴族的であり、相応の敬意と常識的な礼儀が要求されているこ
とに気づく。彼は見せ掛けの上品さの下に、ナセイレから奪い取っ
た肉体をこのまま我が物としたい、そしてエヴァードの呪いから逃
れたいという欲求に駆り立てられた、高慢で冷酷な心を隠している。
彼はキャラクターたちを言いくるめてエヴァードこそがこの物語の
真の悪役であると思わせ、彼自身からは目を逸らさせようと企んで
いる。
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ンタリンと話をしにきただけだと言いくるめることができたなら、

まっている。いずれかのキャラクターが彼を侮辱したなら、彼は即
座に攻撃を開始する。キャラクターたちを言いくるめることが不可
能だと分かった時も、魔術師の亡霊は襲い掛かってくる。
ヴォンタリンは『冒険の背景』の項の内容をすべて知っている。ま
た、彼は自分の呪文書と装具を取り返すことができたなら、エヴァー
ドの呪いを打ち破るための儀式を構築することができると信じてい
る。特定の質問に対するヴォンタリンの回答は以下のとおりである：

曙の聖印
キャラクターたちがセッション4においてゼラン修道士から聖印を
受け取っていた場合、キャラクターたちはこの遭遇が始まるとこの聖
印が輝き始めたことに気づく。聖印はキャラクターたちを勇気付け、

セッション1 2

ヴォンタリンはプライドが高く、無礼者に対しては厳しい反応を
返す。影の中で長い時間を過ごしてきたため、彼の感情は歪んでし

ナセイレの目をくらませる。すべてのキャラクターはこの遭遇におい
てセーヴィング・スローに＋2ボーナスを得る一方、ナセイレは遭遇
の開始時に幻惑状態（セーヴ・終了）
である。

お前はナセイレなのか？ それともヴォンタリンか？「この肉体は、元
はナセイレのものだが、今は私が支配している。私はヴォンタリン、
かつては “灰色の手” とも呼ばれていた者だ。私は死霊術の研究者で
あり、エヴァードに破れた後も私が今までのような姿でかろうじて

ヴォンタリンの敗北
ナセイレの肉体が殺されると、ヴォンタリンの亡霊はすぐさま、ナ
セイレが腰に下げていた神秘的な紫色のオーブに引き戻される。以

現世に留まっていられたのは、私の研究の成果によるものだ」
お前はデュポンデの町を襲わせたな！「シャドウフェルはモンス

下の文章を読み上げること：

ターで満ち溢れている。影の次元界に転移した町にそれらのモンス
ターが偶然迷い込んだとて、何の不思議があろうか。それはエヴァー

ナセイレの肉体が崩れ落ちると、突然その目と耳と口から黒い霧

ドの呪いによるものであって、私の行動が原因ではない。お前たち

のようなものが流れ出し、歪んだ人形生物のような形になります。

が聖アヴァーシル修道院の善良な修道士たちのことを言っているの

しかしその時、魔術師のベルトにぶら下がっていた奇妙なオーブが

なら、うむ、デュポンデの住民たちが私の計画の邪魔をせぬよう、脅

ぶきみな紫色の閃光を放ちます。霧のような人型は怒り狂った声を

しつけておく必要があると考えたのだよ。私の邪魔をするものはこ

上げ、見る見るうちにこの紫色のオーブに吸い込まれていきます。

うなるという良い教訓だと思いたまえ。私がこの場所でなすべきこ

ヴォンタリンの亡霊はこのオーブの中に閉じ込められたようです。

とは間もなく終わる予定だがね」
この修道院に何か重要なものがあるのか？「この修道院の “善良な”

このオーブを壊そうとするなど、すぐさま何らかの行動を起こそ

修道士たちは、私が死んだ後、屋敷から私の呪文書と装具を持ち去っ

うとしたプレイヤーがいる場合、それは来週まで待つようにと告げ

て横領したのだ。私はここで自分の財産を探している」

ること。このオーブおよび中に閉じ込められた亡霊の処理は次の

我々はお前の魂を遺体の中に戻すことでエヴァードの呪いを終わらせ

セッション13での課題となる。

るつもりだ。「ふーむ。その方法でうまく行く可能性は否定しないが、
受け入れるわけにはいかんな。私はこのまま生きて2度目の人生を
送りたい。それに、私がこの影の牢獄から脱出すればこの呪いが消
え失せることは確かだ」
〈看破〉
（難易度16）“確か” だというのは嘘だ。彼は自分がシャド
ウフェルから脱出することしか考えていない。
あなたはナセイレの肉体を不当に奪っている。「ふむ、この愚かな若
者は自分の理解を超えた魔法に手を出すべきでは無かったな。今さ
ら体を返せと言われても難しい。奴の魂はすでにこの肉体を離れて
しまっているからな。残念ながら、この体には今や私しか入ってい
ない」
死ね、化け物め！「愚か者め、私は死を超越した存在だぞ ！
肉体を殺せるものならやってみせろ ！

この

すぐに別の肉体を見つけて

やるわ ！」
ヴォンタリンが怒りをこらえられなくなるか、キャラクターたち
を言いくるめて彼の作業から目を逸らさせるのが無理だと判断する
か、あるいはキャラクターたちが彼を攻撃しようと決断した時点で、
戦闘が始まる。追い詰められたナセイレの遭遇に進むこと。

ナセイレ本人はどうなる ？
DMの判断しだいだが、ナセイレ本人はこの遭遇が終わった後も
生きていることにしてもよい。ヴォンタリンが “奴の魂はすでに肉体を
離れた” と言ったのは嘘だったのだ。キャラクターたちがナセイレを
殺さずに気絶させるか、または遭遇の終了時に難易度13の〈治療〉
判定に成功したなら、ナセイレは容態安定化したということにできる。
ナセイレはセッション13においてマザー・グリヴェルダの役割を代
行することができる。彼は呪いを解くためにキャラクターたちが何をす
べきかを教えることはできるが、ここまでの体験であまりにも弱ってい
るため、呪いを解いたり亡霊と戦ったりすることはできない。彼は今
回の経験で謙虚さというもの多少は学んだらしい。ナセイレは自分の
行動を正当化しようとし、デュポンデの住民に迷惑をかけるつもりは
無かったのだと真摯に主張する。彼の扱いはパーティに任される。
彼は金銭と引き換えに見逃してくれるようキャラクターたちに申し
出るだろう。呪いが解けた後、彼をサーセルまで送り届けてくれるな
ら、必ずお礼をすると彼は約束する。
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追い詰められたナセイレ
遭遇レベル4

セットアップ
ダスク・ビースト
（D）

4体

影の弩兵（B）

1体

ナセイレ、憑依された魔術師（N）
遭遇が始まった時点で、影の弩兵は隠れている。キャラクターた
ちがこれを見つけるためには難易度21の〈知覚〉判定に成功しなけ
ればならない。影の弩兵がキャラクターたちを図書館の中に招き入
れたのでない限り、このクリーチャーはキャラクターたちがナセイ
レと話をしている間もずっと隠れている。
キャラクターたちが図書館の中にいる場合、内側の扉を入ってす
ぐの場所に配置させること。彼らがそこまで入ってきた時点で、ナ
セイレが彼らを呼び止めるからである。
戦闘の開始時に以下の文章を読み上げること：
ナセイレの目は暗い怒りにギラギラと光っています。彼は腰元の
オーブをつかむと、人差し指を皆さんを向け、指先に黒いエネルギー
を集め始めます。図書館内に潜んでいたダスク・ビーストたちも唸
り声をあげて襲いかかってきます。
影の弩兵（B）
レベル 5 砲撃役
小型・シャドウ・人型、ダーク・ワン
hp：50；重傷値：25
イニシアチブ：＋6
感覚：
〈知覚〉＋9
AC：17；頑健16、
反応17、
意志16
移動速度：6
暗視
特徴
（［死霊］）
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
影の弩兵は戦術的優位を得ている敵にヒットを与えたときには常に、5ポイン
トの追加
［死霊］
ダメージを与える。さらに、そのクリーチャーに隣接しているそ
のクリーチャーの味方は皆、
［死霊］
ダメージ5を受ける。
デッドリィ・プレシジョン／致命的な狙い
味方が挟撃している敵に対し、影の弩兵が遠隔攻撃を行なう場合、影の弩兵
はその敵に対して戦術的優位を得る。
標準アクション
m ダガー
（
［武器］
）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d4＋5ダメージ。
r ブラック・ボルト／黒の太矢
（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋10対 “頑健”
ヒット：1d8＋5ダメージ、
目標は機会攻撃を誘発するたびに5ダメージを受ける
（セーヴ・終了）
。
移動アクション
ダーク・ステップ／闇の歩法F無限回
効果：この影の弩兵は4マスまで移動する。この移動により誘発した機会攻撃
に対して＋4のボーナスをACに得る。加えて、この影の弩兵はこの移動の終
了時点で隣接しているすべてのクリーチャー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
キリング・ダーク／死に際の闇
トリガー：この影の弩兵のヒット・ポイントが0になった。
効果（アクション不要）：この影の弩兵に隣接している敵はすべて、次のそのク
リーチャーのターン終了時まで盲目状態になる。
技能：
〈隠密〉
＋11
【敏】18（＋6） 【判】15（＋4）
【筋】11（＋2）
【耐】14（＋4）
【知】11（＋2） 【魅】11（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ダガー、クロスボウ、ボルト×20
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ダスク・ビースト（D）4 体
レベル 2 暴れ役
中型・シャドウ・野獣
hp：44；重傷値：22
イニシアチブ：＋3
感覚：〈知覚〉＋3
AC14；頑健15、反応14、意志14
移動速度：6
特徴
ツーヘッデッド・ガード／双頭の警戒
敵はダスク・ビーストを挟撃しても戦術的優位を得ることができない。また、ダ
スク・ビーストは幻惑状態であっても機会アクションおよび即応アクションを
行なうことができる。
標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ、
目標を1マス押しやる。目標を押しやることができな
い場合、代わりに目標を伏せ状態にする。
M ツーモウ・レンド／喰いちぎる双つ顎F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対AC
ヒット：3d6＋4ダメージ。
トリガー型のアクション
バーブド・テイル／トゲつきの尾F再チャージ：初めて重傷になった時
トリガー：敵がこのダスク・ビーストに隣接するマスに入る。
攻撃（即応・対応）：近接・2（トリガーを発生させた敵）；＋5対“頑健”
ヒット：1d6＋4ダメージ、
目標を伏せ状態にする。
【敏】14（＋3） 【判】15（＋3）
【筋】17（＋4）
【耐】14（＋3）
【知】2（−3）
【魅】10（＋1）
言語：—
属性：無属性
ナセイレ、憑依された魔術師（N）
レベル 5 制御役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：64；重傷値：32
イニシアチブ：＋3
感覚：〈知覚〉＋7
AC19；頑健16、反応18、意志17
移動速度：6
抵抗：［死霊］5
特徴
O デスリィ・プレゼンス／死の気配Fオーラ1
敵はこのオーラ内にいる限りセーヴィング・スローに−2ペナルティを受ける。
標準アクション
m ディスペアズ・タッチ／絶望の手（［恐怖］、
［精神］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対“意志”
ヒット：2d6＋6［精神］
ダメージ、
目標は戦術的優位を与える
（セーヴ・終了）
。
さらに、ナセイレは目標を2マスまで横滑りさせる。
R シャドウ・テンドリル／絡みつく影（［死霊］）F無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：2d6＋6［死霊］
ダメージ、
目標は減速状態になる
（セーヴ・終了）
。
M エナヴェイション／生気剥奪（［死霊］）F再チャージ：初めて重傷になった時
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対“頑健”
ヒット：2d6＋6［死霊］
ダメージ、
目標は“生気を奪われる”（セーヴ・終了）
。
生気を奪われている間、
目標は継続的［死霊］
ダメージ5を受け、
目標に隣接し
て自分のターンを終了した目標の味方は
［死霊］
ダメージ5を受ける。
ミス：半減ダメージおよび継続的［死霊］
ダメージ5（セーヴ・終了）
。
マイナー・アクション
M ダーク・インペラティヴ／闇の指令（［死霊］）F再チャージ：初めて重傷にな
った時
効果：近接範囲・爆発5（爆発内の味方1体）。ナセイレは目標を3マスまで
横滑りさせ、
目標は一時的hp5を得る。目標が一時的hpをすべて失うまで、
目
標の近接攻撃は5の追加［死霊］
ダメージを与える。
技能：〈看破〉＋7、
〈魔法学〉＋12、
〈歴史〉＋12
【敏】＋13（＋3） 【判】10（＋2）
【筋】10（＋2）
【耐】16（＋5）
【知】＋20（＋7） 【魅】18（＋6）
属性：悪
言語：共通語、竜語
装備：ローブ、オーブ

本棚
1 回限り／地形
標準アクション
必要条件：クリーチャーはその本棚に隣接していなければならない。
判定：〈運動〉判定、難易度13
攻撃：近接範囲・噴射3（この本棚が起点；噴射内のクリーチャーすべて）
；＋
6対“反応”
ヒット：2d8＋5ダメージ。
ミス：半減ダメージ。
効果：噴射の範囲内は移動困難な地形になる。

ダスク・ビーストおよびダーク・ワンはナセイレ（ヴォンタリン）
に極めて忠実であり、主を守るためなら死を恐れない。
影の弩兵：このダーク・ワンは図書館1階の北端を忍び歩きながら、
デッドリィ・プレシジョンを活用してダスク・ビーストたちに挟撃
されているキャラクターを攻撃する機会を狙い続ける。
ダスク・ビースト：このクリーチャーたちは最寄のキャラクターを
攻撃する。2階にいる個体は階段の上端付近に留まり、登ってくる
キャラクターを足止めしようとする。ただし、いずれかのキャラク

セッション1 2

戦術

机と椅子：これらの家具は移動困難な地形である。

ターが2階に上がってきたなら、そこから離れてナセイレの援護に向

カーテン：この布は視線を遮る。

かう。

扉：屋内の扉は閉まっているが施錠されていない。

ナセイレ：ナセイレはバルコニーの上に留まり、シャドウ・テンド

階段：階段は移動困難な地形である。

リルで1階の敵を攻撃し続ける。彼はバルコニーの床下にいるキャ

窓：1階部分に窓は無い。キャラクターは外側の壁を20フィート（4

ラクターに視線が通るよう、バルコニーの縁を動き回る。接近戦を

マス、約6m）登れば2階の窓までたどり着ける。これはは難易度21

強いられたならエナヴェイションを使用し、最寄のダスク・ビース

の〈運動〉判定を要する。窓は狭く、通るためには難易度9の〈運動〉ま

トに援護を求め、ダーク・インペラティヴで味方を近くまで呼び寄

たは〈軽業〉判定が必要であり、3マスぶんの移動と数える。

せる。また、敵を横滑りさせてバルコニーから突き落とそうとする。

結末

このエリアの情報

キャラクターたちがすべてのモンスターを倒した時点で、
『ヴォン

明るさ：図書館の外は “暗い”。図書館の中はいくつかの青銅の燭

タリンの敗北』に進むこと。

台に設置されたランプが“明るい”光を提供している。
バルコニー：2階の高さは1階から15フィート（3マス、約4.5m）上

報酬

であり、吹き抜け部分には手すりがついている。この手すりのおか

このセッションの終了時に、キャラクターは1人あたり250XPを

げで、バルコニーの縁から落ちるのを防ぐためのセーヴィング・ス

受け取る。これはナセイレとの会話および、彼とその配下のモンス

ローには＋2のボーナスがつく。

ターたちとの戦闘によるものである。

本棚：本棚は高さ8フィート（約2.4m）の遮断地形である。登るに

財宝：2階の暖炉の近くにトランクが置かれている。その中には

は難易度9の〈運動〉判定を要する。本棚を押し倒すことも可能である。

ヴォンタリンが修道院の敷地内や墓所で発見した彼の財産が入って
いる。800sp、120gp、見事なエメラルド(100gp)、
＋1ロッド・オヴ・
マライン・コンヴェイアンス（『冒険者の宝物庫』）、そして＋2マジッ
ク・アーマーである。

N

B
D

D
D
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セッション13：闇の魂
キャラクターたちはとうとうナセイレを倒し、ヴォンタリンの亡

どういう儀式をやればいいのか分からないんだが。「あんたたちの中
に秘術の使える子は一人もいないのかい ？

一人いればなんとかな

るはずさ。祈祷のできる者も役に立つだろうよ」

霊をオーブの中に捕らえた。それは本来、ナセイレがエヴァードの

〈魔法学〉または〈宗教〉を習得済みのキャラクターは、こういう場

魂を捕らえるために準備していたものであった。まず以下の文章を

合に使えそうな典礼、詠唱、手続きなどの基本形をいくつか知ってい

読み上げること：

る。
このオーブを叩き壊すだけじゃだめなのか？「それで上手く行くか

皆さんに打ち負かされたヴォンタリンの亡霊は、ナセイレが持っ
ていたオーブの中に吸い込まれていきました。今はまだ日が沈んで
間もない時刻であり、シャドウフェルがデュポンデの町を捕らえて
いる力は刻一刻と強くなっています。皆さんはこのオーブを使い、
必ずやエヴァードの呪いを終わらせなければなりません。さて、こ
れから何をしますか ？

もしれないけど、ずいぶんと危険な橋を渡ることになるよ。ヴォン
タリンの魂は逃げ出そうとするだろうからね。どうしてもやるって
んなら墓場の近くでやって、後はうまく行きますようにとお祈りで
もするこった」
エヴァードの呪いを解くにはどうすればいい？「エヴァードの呪いは
ヴォンタリンの魂をシャドウフェルに閉じこめるって代物だからね。
ヴォンタリンの魂があるべき場所にない限り、デュポンデがシャド

プレイヤーたちがこのオーブを町の墓所に持って行ってヴォンタ
リンの魂を遺体の中に戻そうとするなら、『儀式の反転』の技能チャ
レンジに進むこと。
プレイヤーたちが次に何をしたら良いのか分からないでいるなら、
何か知っていそうなNPCが2人ほどいたことを思い出してもらおう。
賢者マザー・グリヴェルダは明らかに該当者だ。グリムボルドやティ
ルダのような人々は、キャラクターたちにグリヴェルダの助言を求
めるよう勧めるだろう。キャラクターたちがこの見者に会いに行く
なら、『マザー・グリヴェルダの助言』の項に進むこと。ゼラン修道
士も同様にキャラクターたちを導くことができる。キャラクターた
ちが彼のところに行くなら、マザー・グリヴェルダの役割をすべて
彼に置き換えること。
キャラクターたちが町に戻る頃には夜明けが近づいているが、
デュポンデが“この世”に戻りそうな気配はない。
キャラクターたちがこのオーブを詳しく調べたいと考えたなら、
『ヴォンタリンの魂』の項に進むこと。この球体を墓地以外の場所で
破壊することはできない。彼らがオーブを破壊しようとするなら、
『オーブの破壊』の項を見よ。

ウフェルに飲み込まれて帰れなくなる危険性は消えやしない。ヴォ
ンタリンを墓の中に戻し、あの無謀な魔術師の若造がやらかした儀
式を逆行させるんだよ。そうすりゃエヴァードの呪いもヴォンタリ
ンと一緒に静かになるはずさ」

ヴォンタリンの魂
キャラクターたちが前回のセッションでナセイレの肉体を殺した
際、ヴォンタリンの魂は最も近くにあったふさわしい入れ物—ナ
セイレが腰に下げていた紫色のクリスタルのオーブ—の中に吸い
込まれていった。このオーブを間近で調べたキャラクターは、オー
ブの中にヴォンタリンの亡霊が閉じ込められていることに気づく。
以下の文章を読み上げること：
オーブの中を覗き込むと、やぎひげを蓄えた禿頭の男性のしわだ
らけの顔と目が合います。その男の目はインクを流し込んだように
真っ黒です。「少しの間だけ、君の体を貸してくれんかね」と彼は囁
いてきます。「代わりに素晴らしい力を与えてやるぞ ！

君はただ、

私が次の体を見つけるまでの間、私の運び役になってくれるだけで

マザー・グリヴェルダの助言

よいのだ。私をこのオーブから出してくれ。出せ ！」亡霊は憤怒と
屈辱に叫んでいます。「私を墓に戻すのだけはやめてくれ ！」

キャラクターたちがマザー・グリヴェルダに会いに行ったなら、
彼女はキャラクターたちが必要としている情報を話す。

ヴォンタリンの魂と会話することはできない。彼にオーブの外の
ものを見聞きすることはできず、オーブを手に持っている者の存在

マザー・グリヴェルダとその孫は町から少し離れた自分の家にい

と思考をおぼろげに感じ取ることしかできないからである。ヴォン

ます。皆さんが手に入れたオーブを見せると、賢者は大きく目を見

タリンが誰かに憑依するためには、オーブを持っている者が自分の

開き、さっと手を上げて身を守るような身振りをします。「坊やたち、

意志でこの亡霊を自らの肉体に招き入れなければならない。そのよ

それの扱いには気をつけるんだよ ！

うな時に限り、ヴォンタリンの魂はその人物の肉体を支配できるの

そのクリスタルには強い力を

持つ邪悪な魂が閉じ込められとるんだ。それを本人の体のところへ
持って行って、永遠の眠りにつかせておやり。エヴァードの呪いを
解く方法はそれしかないんだよ」

である。
〈宗教〉または〈魔法学〉
（難易度9）：ヴォンタリンの魂はこのオー
ブの中に囚われている。特定の儀式を行なうことによって、魂を受
け入れる意志のある宿主などの適切な肉体に彼の魂を移すことがで

この賢者の “第2の視覚” はきわめて正確である。彼女は何をなす

きる。その場合、1つの肉体をヴォンタリンの魂と分かち合うこと

べきかを知っているが、それを実行する手段と意志力を欠いている。

になる可能性よりも、憑依されて体を奪われ、魂を失う可能性の方が

魂を死体に戻すって、
どうやればいいんだ？「そのオーブをヴォンタ
リンの墓の近くに持っていって、あの無謀な魔術師の若造がやった
儀式の逆をやればいいのさ。そうすればヴォンタリンの魂はその
オーブから出て、あるべき場所に戻る。けど、急ぐんだよ、坊やたち！
こういうのは早ければ早いほどいいんだから」

はるかに高い。
〈看破〉
（難易度13）：この亡霊はあらゆる言葉を費やして、相手が
自分の宿主になるように言いくるめようとしている。
〈宗教〉
（難易度13）：肉体を持たぬ魂は、元の肉体との間に強いつ
ながりを有している。この亡霊は自身の遺体のすぐ近くでは、元の
体に戻されることに抵抗できなくなるかもしれない。
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セッション1 3

オーブの破壊
ヴォンタリンの亡霊をオーブの中から死せる魔術師の遺骨に戻す
という作業は、単にこのオーブをハンマーで叩き割って、後はうまく
行くように祈っていればよいというものではない。ナセイレがヴォ
ンタリンの魂を解き放った儀式は複雑なものであり、この儀式の効
果を打ち消すさせるためには、キャラクターたちが注意深く逆の儀
式を行なわなければならないのだ。ヴォンタリンの亡霊が中に入っ
たオーブをキャラクターたちが破壊しようとしても、ヴォンタリン
の遺体の近くにいる時でなければ絶対に破壊できない。オーブの破
壊は、このセッションの技能チャレンジに失敗した時と同じ結果を
もたらす。

技能チャレンジ：儀式の反転
キャラクターたちがナセイレの体から回収した紫色のオーブの中
心には、青白い亡霊めいた光がゆらめいている。キャラクターたち
はナセイレが行なった儀式を反転させ、“エヴァードの墓” として知
られている霊廟に埋葬された魔術師の遺体の中にこの亡霊を戻さな
ければならない。この技能チャレンジはキャラクターたちがヴォン
タリンの魂を遺骨の中に戻すための儀式を始めた時から始まる。
レベル：3
複雑度：2（3回失敗する前に6回成功しなければならない）；キャ
ラクターたちがナセイレの日誌の解読に成功しているなら、すでに2
回ぶんの成功を得た状態から始まる上に、この技能チャレンジにお
ける〈魔法学〉判定の難易度は9になる。
主要技能：
〈看破〉、
〈交渉〉、
〈宗教〉、
〈盗賊〉、
〈はったり〉、
〈魔法学〉
〈看破〉
（難易度13）：オーブの中の亡霊めいた姿を観察し、儀式の
手順のうちどの部分が最も効果的であるかを見極めて、儀式内の詠
唱や身振り手振りが最大限の効果を発揮するように微調整する。
〈交渉〉
（難易度13）：〈宗教〉または〈魔法学〉判定を行なっている
他のキャラクターが、儀式の進行状況を正しく把握し、集中を保てる

てのキャラクターは継続的[死霊]ダメージ5（セーヴ・終了）を負っ

ように支援する。

ている。“絶望デッキ” を使用しているなら、それぞれのプレイヤー

〈宗教〉
（難易度13）：聖句や守護の祈りを唱え、墓地に集まる闇の
力に対抗する。
〈盗賊〉（難易度21）：ヴォンタリンの魂を捕らえているオーブを
注意深く削り、適切なタイミングで亡霊を解き放つ準備をする。
〈はったり〉
（他のキャラクターが〈宗教〉
または〈魔法学〉判定に成功す
るところを観察していたキャラクターのみ；難易度21）：〈宗教〉または
〈魔法学〉判定に成功したキャラクターの言葉と動作をそっくり真似
て、儀式の進行を手伝う。
〈魔法学〉（難易度13）：死霊術の儀式の執行を支援し、ヴォンタ
リンの亡霊を遺体に封じ込める。
成功：キャラクターたちはヴォンタリンの魂をオーブの中から遺
骨へと戻した。彼の魂の一部分がこれに抗い、さらに死霊のエネル
ギーが墓地に流れこんだ結果としてモンスターが出現するため、
キャラクターたちはこれを倒さねばならない。狂える亡霊の遭遇に
進むこと。遭遇の開始時、ヴォンタリンは幻惑状態（セーヴ・終了）
である。
失敗：パーティが行なった儀式は失敗した。ヴォンタリンの魂は
オーブを離れたが、強烈な死霊のエネルギーによってモンスターた

のキャラクターは、遭遇の開始時に継続的[死霊]ダメージを受ける代
わりに、そのカードの作用を受ける。

物語の結末
キャラクターたちがヴォンタリンの亡霊を倒したなら、エヴァー
ドの呪いも元に戻る。以下の文章を読み上げること：
墓地を覆っていた超自然的な陰鬱は突然消え去ります。皆さんは
周囲の世界に生命と色彩が戻ってきたのを感じます。デュポンデを
捕らえていた呪いはついに晴れたのです。
おめでとう ！

君のプレイヤーたちはエヴァードが残した影を解

明し、今シーズンのD&Dエンカウンターズを最後までやり遂げたの
だ。デュポンデの住民たちはパーティに心の底から感謝する。キャ
ラクターたちはこの町に滞在している間中、町の救世主として歓迎
される。プレイヤーが希望するなら、このアドベンチャーのエピロー
グとして、デュポンデの人々とキャラクターたちの会話シーンを自
由に演出してもかまわない。

Steve Ellis

ちが出現する。狂える亡霊の遭遇に進むこと。遭遇の開始時、すべ

に1枚ずつこのデッキからカードを引かせること。そのプレイヤー
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狂える亡霊
遭遇レベル5

セットアップ
トウィグ・ブライトの沼蔦（T）

3体

血肉に飢えたゾンビ（Z）

2体

ヴォンタリン、狂える亡霊（V）
技能チャレンジの結果をヴォンタリンまたはキャラクターたちに
適用すること。3レベル未満のキャラクターを多数含むパーティに
対しては、この遭遇に登場するモンスターの数を1〜2体減らすこと。
遭遇の開始時に以下の文章を読み上げること：
激しい風が巻き起こり、空は一段と暗くなります。砕けたオーブ
から薄暗い亡霊じみた姿が現れ、近くの霊廟に引き寄せられていき
ます。亡霊は憎しみに満ちた声で罵倒し泣き叫んで抗おうとします
が、体の一部が引きちぎられては霊廟の中に吸い込まれていきます。
千切れ飛んだ亡霊の体の一部はあちこちに飛散して、蔦に命を吹き
込んだり、近くの墓から死体をよみがえらせたりします。
「私がおめおめと死体に戻されると思うたか ！」怒り狂う亡霊が叫
びます。「この世に残るために貴様らを皆殺しにしてやるぞ ！」
トウィグ・ブライトの沼蔦（T）3 体
レベル 3 兵士役
小型・フェイ・人型（植物）
hp：42；重傷値：21
イニシアチブ：＋6
感覚：
〈知覚〉＋8
AC：19；頑健14、
反応16、
意志15
移動速度：5（沼渡り）
、
登攀5、水泳5
暗視
［火］5
抵抗：［毒］5；脆弱性：
特徴
ルーテッド／地に根付く
何らかの効果がこのトウィグ・ブライトを押しやり、引き寄せ、または横滑りによ
って移動させようとした時、このトウィグ・ブライトはその効果に記された距離
よりも3マス少ない距離しか移動しないことを選べる。
標準アクション
m クロー／爪
（
［毒］
）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6［毒］
ダメージ。
マイナー・アクション
M ヴァイン・スネア／蔦がらめF無限回
（1ラウンド1回まで）
攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：このトウィグ・ブライトは目標を2マスまで引き寄せ、
目標はつかまれる
（脱
出難易度13）
。
トリガー型のアクション
ポイズン・ラッシュ／毒の鞭打ち
（［毒］）F無限回
トリガー：このトウィグ・ブライトにつかまれている敵が、このトウィグ・ブライト
を目標に含まない攻撃を行なう
効果（即応・対応）：近接・3（トリガーを発生させた敵）。目標は5の
［毒］
ダ
メージを受ける。
技能：
〈隠密〉
＋9
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4） 【判】14（＋3）
【耐】10（＋1）
【知】6（−1）
【魅】10（＋1）
属性：混沌にして悪 言語：エルフ語
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血肉に狂うゾンビ（Z）2 体
レベル 4 遊撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）
hp：55；重傷値：27
イニシアチブ：＋6
感覚：〈知覚〉＋3
AC18；頑健17、反応16、意志14
移動速度：6（突撃時は8）
暗視
［病気］
完全耐性：［毒］、
特徴
フレッシュクレイズド・チャージ／血肉に狂う突撃
このゾンビが突撃を行なう際の移動は機会攻撃を誘発しない。
ゾンビ・ウィークネス／ゾンビの弱点
このゾンビに対するクリティカル・ヒットは、即座にそのヒット・ポイントを0に減
少させる。
標準アクション
m クラブ（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ、このゾンビが目標に突撃した時は2d8＋6ダメージ。
M バイト／噛みつき F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、
目標はこのゾンビの次のターンの終了時まで幻惑状
態になる。
トリガー型アクション
デスレス・ハンガー／死に切れぬ飢えF遭遇毎
トリガー：このゾンビのhpが、クリティカル・ヒット以外によって0以下に減らさ
れる。
効果（アクション不要）：1d20をロールする。15以上が出たなら、このゾンビ
のhpは1までしか減らない。
【筋】18（＋6）
【敏】15（＋4）
【判】13（＋3）
【知】1（−3）
【魅】3（−2）
【耐】15（＋4）
属性：無属性
言語：—
装備：クラブ
ヴォンタリン、狂える亡霊（V）
レベル 5 制御役（指揮）
中型・シャドウ・人型（アンデッド）
hp：64；重傷値：32
イニシアチブ：＋3
感覚：〈知覚〉＋7
AC19；頑健16、反応18、意志17
移動速度：0、飛行6（ホバリング）；位相移動
完全耐性：［毒］、
［病気］；抵抗：［死霊］5
特徴
O デスリィ・マッドネス／死の狂気Fオーラ2
敵はこのオーラ内にいる限りセーヴィング・スローに−2ペナルティを受ける。
また、ヴォンタリンはこのオーラ内で自分のターンを終了した敵を2マスまで横
滑りさせることができる。
インサブスタンシャル／非物質的
ヴォンタリンに対して、
［力場］
ダメージを与えるものを除くあらゆる攻撃は半減
ダメージになる。ヴォンタリンが［光輝］
ダメージを受けると、ヴォンタリンは次
の自分のターンの開始時までこの特徴を失う。
標準アクション
m ディスペアズ・タッチ／絶望の手（［恐怖］、
［精神］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対“意志”
ヒット：2d6＋6［精神］
ダメージ、
目標は戦術的優位を与える
（セーヴ・終了）
。
さらに、ヴォンタリンは目標を2マスまで横滑りさせる。
M エナヴェイション／生気剥奪（［死霊］）F再チャージ 5 6
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対“頑健”
ヒット：2d6＋6［死霊］
ダメージ、
目標は“生気を奪われる”（セーヴ・終了）
。“生
気を奪われて”いる間、
目標は継続的［死霊］
ダメージ5を受け、
目標に隣接して
自分のターンを終了した目標の味方は5［死霊］
ダメージを受ける。
ミス：半減ダメージおよび継続的［死霊］
ダメージ5（セーヴ・終了）
。
マイナー・アクション
M ダーク・インペラティヴ／闇の指令（［死霊］）F再チャージ：初めて重傷にな
った時
効果：近接範囲・爆発5（爆発内の味方1体）。ヴォンタリンは目標を3マスま
で横滑りさせ、
目標は一時的hp5を得る。目標が一時的hpをすべて失うまで、
目標の近接攻撃は5の追加［死霊］
ダメージを与える。
技能：〈看破〉＋7、
〈魔法学〉＋12、
〈歴史〉＋12
【敏】＋13（＋3） 【判】10（＋2）
【筋】6（±0）
【知】＋20（＋7） 【魅】18（＋6）
【耐】16（＋5）
属性：悪
言語：共通語、竜語

結末

トウィグ・ブライト：この植物たちは遭遇の開始時にいた場所に留

ヴォンタリンが倒されたなら、以下の文章を読み上げること：

まり、ヴァイン・スネアで敵をつかんで引き寄せてからクローで攻
ヴォンタリンの魂の残留思念は苦痛にもだえて叫びます。その体

撃する。
ヴォンタリン：このクリーチャーは邪悪な死霊術師の憎悪に満ちた

は崩れて霧のかたまりのようになり、霊廟に吸い込まれていきます。
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戦術

残留思念のようなものである。彼は攻撃的に戦い、可能な限りエナ
ヴェイションを使用する。エナヴェイションの再チャージを待つ間

トウィグ・ブライトおよびゾンビはヴォンタリンの亡霊から闇の

はディスペアズ・タッチを使用する。手ごわい敵は横滑りさせてヴォ

活力を与えられた存在である。ヴォンタリンが負傷した際に、プレ

ンタリンの味方との接近戦に追い込み、自分は打たれ弱いキャラク

イヤーたちにそのことをほのめかすような演技を行なうこと。これ

ターに近づこうとする。ダーク・インペラティヴは味方を有利な位

らのクリーチャーはヴォンタリンが倒された後も1〜2ラウンドは

置に横滑りさせるために用いる。

戦い続ける—そして、彼らを動かしていたエネルギーは消え去っ

ゾンビ：このアンデッドたちはまず1回の移動アクションを費や

てしまう。その時点でまだ倒されていないモンスターはみな崩れ落

して墓穴から這い上がり、最寄の敵に突撃する。その後はひたすら

ちて動かなくなる。遭遇が終了したなら、P.61の『物語の結末』に進

バイト攻撃を行なう。

むこと。

このエリアの情報

報酬

明るさ：“暗い”。あらゆる光源は通常の半分の距離までしか光が
届かない。

このセッションの終了時に、キャラクターは1人あたり500XPを
受け取る。これは技能チャレンジに取り組んだこと、ヴォンタリン
その他のモンスターと戦ったこと、そしてエヴァードの呪いを打ち

ベンチ：これらのマスは移動困難な地形である。
茂みと生垣：これらの植物のあるマスは移動困難な地形であり、“軽
度に隠蔽”されている。
霊廟：この墓所の鉄製の扉は開いており、窓はない。屋根の高さ

破ったことによるものである。このシーズンのすべてのセッション
に参加したプレイヤーのキャラクターは、すべてのクエストを達成
しているならこの時点で3,750XPに到達しているはずである。

は縁の部分で地面から10フィート（2マス、約3m）ほどであり、壁を
登るには難易度19の〈運動〉判定が必要である。
暴かれた墓穴：この浅い墓穴に落ちたクリーチャーは1d6ダメー
ジを受ける。穴の中から這い上がるのは2マス多い移動と数える。
池：水のある部分は移動困難な地形である。
像：台座は高さ5フィート（1マス、約1.5m）の遮断地形である。台
座の上によじ登るのは難易度8の〈運動〉判定を要する。
墓石：墓石のあるマスは移動困難な地形である。
樹木：木の幹のマスは移動困難な地形である。木に登るには難易
度8の〈運動〉判定が必要であり、木の高さは20フィート（4マス、約
6m）ほどである。

T
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■ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版
『エヴァードが残した影』

D&D エンカウンターズ TM ・アドベンチャー

翻訳：塚田与志也
翻訳協力：桂令夫、滝野原南生、柳田真坂樹
編集：上田明（HobbyJAPAN）
■『エヴァードが残した影』は、2011年に開催された、D&D EncountersTM のアドベンチャー
『Dark Legacy of Evard』を翻訳したものです。
● 文中で触れられているフルカラー・マップ、“このプログラムに必要な情報”及びモンスター
のトークン、キャラクター・シート等は英語版のキットに含まれているもので、この日本語
版冊子のデータには含まれません。
● 翻訳、未訳ともに文中で触れられている製品などの情報は、2012年10月時点のものです。
● D&D EncountersTM はプレイスペースがある店舗で開催するイベントです。開催には、ウィ
ザーズ・プレイ・ネットワーク（WPN）で店舗、オーガナイザーなどについて登録、開催申請
などが必要です。詳しくは、http://www.wizards.com/wpn/ をご参照ください。また、ご質
問等もWPNへお願いします。
● 本書そのもの、本書のデジタルデータ、および掲載されたイラスト、図版、文章などの無断転
載、複写、複製ならびに、形態を問わず再配布を禁じます。
HobbyJAPAN ゲーム事業課
http://hobbyjapan.co.jp/dd/
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-15-8新宿Hobbyビル
カスタマーサービス TEL:03-5304-9286
受付時間:月〜金 13:00〜18:00(土日祝日除く)
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デュポンデの衛兵（G1）
レベル 1
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC15；頑健14、
反応13、
意志12
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（
［武器］）F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 クロスボウ
（
［武器］
）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1） 【判】11（±0）
【知】10（±0） 【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

雑魚

デュポンデの衛兵（G4）
レベル 1
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC17；頑健16、反応15、意志14
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（［武器］）F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 クロスボウ
（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1） 【判】11（±0）
【知】10（±0） 【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

雑魚

デュポンデの衛兵（G2）
レベル 1
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC17；頑健16、
反応15、
意志14
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（
［武器］）F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 クロスボウ
（
［武器］
）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1） 【判】11（±0）
【知】10（±0） 【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

雑魚

デュポンデの衛兵（G5）
レベル 1
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC17；頑健16、反応15、意志14
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（［武器］）F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 クロスボウ
（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1） 【判】11（±0）
【知】10（±0） 【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

雑魚

デュポンデの衛兵（G3）
レベル 1
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC17；頑健16、
反応15、
意志14
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（
［武器］）F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 クロスボウ
（
［武器］
）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1） 【判】11（±0）
【知】10（±0） 【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

雑魚

デュポンデの衛兵（G6）
レベル 1
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC17；頑健16、反応15、意志14
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（［武器］）F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 クロスボウ
（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1） 【判】11（±0）
【知】10（±0） 【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

雑魚
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デュポンデの衛兵（G1）
レベル 1
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC15；頑健14、
反応13、
意志12
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（
［武器］
）F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 クロスボウ
（
［武器］
）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1） 【判】11（±0）
【知】10（±0） 【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

雑魚

デュポンデの衛兵（G4）
レベル 1
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC15；頑健14、反応13、意志12
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（［武器］）F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 クロスボウ
（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1） 【判】11（±0）
【知】10（±0） 【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

雑魚

デュポンデの衛兵（G2）
レベル 1
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC15；頑健14、
反応13、
意志12
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（
［武器］
）F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 クロスボウ
（
［武器］
）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1） 【判】11（±0）
【知】10（±0） 【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

雑魚

デュポンデの衛兵（G5）
レベル 1
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC15；頑健14、反応13、意志12
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（［武器］）F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 クロスボウ
（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1） 【判】11（±0）
【知】10（±0） 【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

雑魚

デュポンデの衛兵（G3）
レベル 1
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC15；頑健14、
反応13、
意志12
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（
［武器］
）F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 クロスボウ
（
［武器］
）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1） 【判】11（±0）
【知】10（±0） 【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

雑魚

デュポンデの衛兵（G6）
レベル 1
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC15；頑健14、反応13、意志12
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（［武器］）F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 クロスボウ
（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1） 【判】11（±0）
【知】10（±0） 【魅】10（±0）
【耐】14（＋2）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

雑魚

編注：遭遇「ヴォンタリンの軍勢」（P.46）で使用するデュポンデの衛兵のデータカードは、P.64ページが原書の通りの能力値
（G1のみが低い）のものです。P.65 ページのデータカードはP.46で説明されている用途から、G1と同じ能力値でそろえてある
ものです。ダンジョンマスターの判断でセッションに適した方をご利用ください。
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『プレイヤーズ・オプション：影の勇者』
君のヒーローに影の力を……
シャドウフェルとは、死者の霊魂が死後の世界へ向かう途中で通り抜けね
ばならない、冷たく荒涼とした場所である。そこには影の力をその身に受け
た、冥く邪悪なものどもが棲んでいる。
自然世界の定命の存在にも、このパワー源を利用するすべを学んだ者たち
がいる。
シャドウフェルから力を引き出す者が皆、穢れた悪意ある魔物というわけ
ではない。わずかではあるが、豪気にも自ら英雄を称し、闇の力を使って闇
と戦う者たちもいるのだ。
『プレイヤーズ・オプション：影の勇者』は『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォー
ルン・ランズ 墜ちた地の勇者』や『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・
キングダムズ 忘れられた王国の勇者』でゲームに慣れ、次の段階に進もうと
しているプレイヤーのための追加ルール集です。影というパワー源の性質についての解説に加えて、闇の力を駆使す
るアンチヒーロー的なキャラクターをプレイしたくてたまらないプレイヤーのための種族、クラス、特技、パワー、
その他のルールを掲載しています。
[ 君のヒーローに影の力を 10 月 5 日発売『プレイヤーズオプション：影の勇者』プレビュー ]
http://hobbyjapan.co.jp/dd/news/hos/

D&D ミニチュア『ダンジョン・コマンド』
シリーズは、塗装済み D&D ミニチュアが
各 12 個と、ミニチュアバトルの新ルール、
戦場を構成するバトルフィールド・タイル
がセットになった、戦術ボードゲーム。
1 ボックスでの 1 人プレイや 2 人で遊
ぶ簡易ルールから、1 人 1 ボックス（12
体の部隊）を指揮しての対決、さらにマル
チ・プレイヤーやチーム戦も楽しめる拡張
性のある新ルールです。セットを組み合わ
せて自分だけの部隊（Warband）を作る
ことも可能です。
ミニチュアは、
TRPG の「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」のプレイで使うこともでき、D&D 第４版ボードゲーム『キャッ
スル・レイヴンロフト』
『ラス・オブ・アシャーダロン』
『レジェンド・オブ・ドリッズト』で使うためのデータカー
ドも含まれています。各セットに入っているバトルフィールド・タイル群も、TRPG「D&D」のダンジョン・タイル
として使うことのできるしっかりした造りのものです。
[D&D ダンジョン・コマンド ] http://hobbyjapan.co.jp/dd/miniatures/

夜闇に迫る
数多の影
影魔法の達人であったエヴァードはすでに死んだはず—
本当にそうだろうか？ デュポンデの住民たちは邪悪な力に捕
らえられてしまった。町全体が闇の中へと引きずり込まれつつ
あるこの危機において、非凡なる英雄たちの一団はシャドウフ
ェルとの狭間に立ち、獲物を飲み込もうとする闇に抗うのだ。
『エヴァードが残した影』は、公式プレイ・プログラムであ
る D&D エンカウンターズ TM の 2011 年春シーズン用にデザイ
ンされた『ダンジョンズ＆ドラゴンズ ®・ロールプレイング・
ゲーム』用のアドべンチャーである。この D&D アドべンチャ
ーには、フルカラーの折りたたみ式バトルマップが 3 枚、すぐ
に遊べる遭遇が 13 回ぶん、そしてこのプログラムに必要な情
報がすべて含まれている。
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