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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（Dungeons & Dragons Encounters）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、プレイヤーたちはそれぞれのキャラクター
についてゲーム内の報酬を得るが、そのほかに名声ポイント

（Renown Point）を獲得する。このポイントを貯めるとD&Dエンカウ
ンターズの今後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・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
ける効果（訳注：地形、残骸など）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。
F 「セッション1：街道にて」（P.6）および「スタージ襲来」（P.8）を読

む。別の時点から本章を開始するのであれば、適切なセクション
を読み、それまでに何が起きたか理解しておく。

最初のセッションの卓に着いたときに：
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、経験値、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
員のDCI/RPGAナンバーを記録すること。君やプレイヤーの誰か
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
頼んでメンバーシップ・カードを貰うこと。

セッション中：
F D&Dエンカウンターズでは、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（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
ションの間には回復しない。それらが回復するのは各章の終了
時のみである。プレイヤーたちがD&Dエンカウンターズ・プレ
イ記録用紙に彼らの情報を間違いなく記載するよう気をつける
こと。

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
のDCI/RPGAナンバー、および氏名、そしてプレイの日付を確実
に記載すること。

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拠点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
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
それを君に告げる。

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。

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
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
ザーに確認のこと。

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、アクション・ポイントの合計
は1にリセットされる。

F ほんの数セッションのDMをしてしまえば、次からはセッション
の準備は至極簡単だ。ただセッションの内容に目を通せば、も
う準備は整ってしまう。

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。あるプレイヤーは物語の途中から参加す
るかもしれないし、セッションを1、2回遊んだ後、来なくなってしまう
者もいるかもしれない。また、全セッションをすべて異なったDMのも
とで遊ぶ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、大休憩を取るまでは、消費したリソース（回復力
や［一日毎］パワー等）を確実に記録させるようにすること。
　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人がセッ
ション1で山側の道を選んでいた場合、セッション2におけるランダム
遭遇の可能性を決定する際には山側の道にいるものとして扱う。

キャラクター作成
　プレイヤーたちは各セッションにそれぞれのキャラクターを持っ
てこなくてはならない。初めて参加するプレイヤーはそれぞれ、

『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ　墜ちた地の勇者』、『ヒー
ローズ・オヴ・ザ・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Class Compendium: Heroes of Sword and Spell（未
訳）の各種ルールブックを使用して作成した1レベルキャラクターを
持ってくること。また、現行のDragon誌にて上記のプロダクトをサ
ポートしているルールも使用してよい。
　プレイヤーがキャラクターを持ってこなかった、あるいはキャラ
クターを最初から作成すること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値、
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
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
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
ズン中にキャラクターを変更することができる。変更を望むプレイ
ヤーは、自分が今シーズン中それまでに得た経験点と等しい経験点
を持つ別のキャラクターを持ってくること。ただし、以前のキャラ
クターが持っていた宝物やアイテムが次のキャラクターに引き継が
れることはない。
　キャラクターの死：キャラクターがセッション中に死亡した場合、
プレイヤーには2つの選択肢が与えられる。プレイヤーは同じキャ
ラクターの回復力使用回数をさらに4減らして次のセッションに
持ってくることもできるし、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
復力が4未満だった場合でも、次セッションでそのキャラクターを使
用することはできる。ただしそのキャラクターは、回復力使用回数
はゼロ、ヒット・ポイントは重傷値に等しいという状況で次セッショ
ンを開始する。

成長
　セッションが1回終了するごとに経験点を与えること。経験点の
合計値には遭遇に対して与えられるもの、そして探索行動や物語に
関して与えられるものが含まれる。探索行動や物語に関して与えら
れる経験点の総量は、パーティの人数によって異なってくる。例えば、
最初のセッションでパーティはスプリンターシールドとマルグラム
の間の不和を解決するのを手伝い、400〜600XPを受け取ることに
なっている。パーティ内の人数が4名のみである場合、君は400XPを
与えること。そのパーティが6人であれば600XP、5人パーティに
は500XPを与えること。
　与えるべきXPの合計値を計算した後、それをプレイヤー・キャラ
クターの人数で割る（NPCは加えない）。そして各キャラクターに計
算結果と等しい経験点を与えること。
　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。

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
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に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。
　魔法のアイテム：アドベンチャーを通じて、いくつかの魔法のアイ
テムが発見される可能性がある。魔法のアイテムの実際の性質につ
いては、宝物表を使って決定すること。

宝物表
d20	 結果
1	 ポーション・オヴ・ヒーリング2本
2	 ＋1マジック・アーマー
3	 ＋1マジック・ウェポン
4	 ＋1マジック・ホーリィ・シンボル
5	 ＋1アミュレット・オヴ・プロテクション
6	 ＋1マジック・ワンド、オーブ、スタッフもしくはロッド
7	 ＋1ヴェテランズ・アーマー
8	 ＋1ヴィシャス・ウェポン
9	 ＋1セーフウィング・アミュレット
10	 ＋1シンボル・オヴ・ライフ
11	 ＋1ドワーヴン・アーマー
12	 ＋1オーブ・オヴ・イネヴァタブル・コンティニュアンス
13	 ＋1ロッド・オヴ・デッドリー・キャスティング
14	 ＋1ラック・ブレード
15	 ＋1デルヴァーズ・アーマー
16	 ＋1ライトニング・ワンド
17	 アイアンスキン・ベルト
18	 ＋1アミュレット・オヴ・ヘルス
19	 ＋1フレイミング・ウェポン
20	 ＋1スタッフ・オヴ・ストームズ

　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たら、プレイヤーたちは誰がどれを受け取る
か決定する。特定のアイテムは特定のキャラクターにふさわしいと
いうことになることが多いので、たいていの場合、その決定はそう難
しくはない。そうならなかった場合は、消費型でない魔法のアイテ
ムを持っていないキャラクターに新しいアイテムを渡すよう、君が
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
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
レイヤーが新しいアイテムを受け取る。
　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
中に欲しがるものが誰もいなかった場合、そのパーティは『ルール
ズ・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
終了時にそのアイテムを売却することができる。対価はパーティの
メンバーの間で均一に分配すること。
　装備購入のタイミングは？：キャラクターたちは、各章のプレイを
開始する前に装備を購入できる。

名声ポイント
　D&Dエンカウンターズのシーズンを遊ぶにあたって獲得できる最
大のもののひとつが、名声ポイント（RPs：Renown Points）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。

　プレイヤーはこのカードを現在行なっているD&Dエンカウンター
ズのシーズン中に使用してもよいし、次回以降のシーズンで使用す
ることも、場合によってはその両方で使用する事もできる。それぞ
れのカードには、そのカードがどのような利益を与えるかに関する
詳細が記載されている。
　君はDMとして、各セッションの終了時に経験値や宝物と同様に名
声ポイントを与えなければならない。しかし経験値や宝物と異なり、
各プレイヤーが獲得した名声ポイントの総計は、セッション終了時、
君がセッション記録シートをオーガナイザーに返すときに、同時に
オーガナイザーに報告しなければならないものだ。するとオーガナ
イザーはそれを見て、カードを獲得したプレイヤーがいるかどうか
教えてくれる。名声の獲得に必要な事項、その頻度、そしてポイント
の値は下表の通りである。

名声ポイントの獲得
獲得に必要な事項	 頻度	 RP
1回の遭遇を完遂する	 セッション毎	 3
新しいプレイヤーを連れてくる	 セッション毎	 2
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
瀕死状態になることなく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セッションに最大 1回までこの
手段で名声ポイントを獲得できるということを意味する）

　新しいプレイヤーを連れてくる：このポイントは、既存のプレイヤー
が、今までD&Dエンカウンターズに参加したことのないプレイヤー

（今シーズンおよびこれまでのシーズンを含めて）を1人連れてくる
毎に与えられる。
　名場面：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
　Dungeons & Dragons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—プレイヤーたちはより強力な特徴を持つ
フォーチュン・カードを獲得していくことになるだろう。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を
持つ8枚のカードから成るブースター・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・パック内に同封されており、また、
www.DungeonsandDragons.comでも閲覧可能。いずれも英語）に
従って構築したデッキを持参することを推奨する。今シーズンの
D&Dエンカウンターズで購入し、使用できるセットはShadow of 
Nentir Valeである。
　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。同一セッションに
置いてエンカウンターズ・カードとフォーチュン・カードの両方を
使用することはできない。

名声の報酬
　20点の名声ポイントを獲得したプレイヤーは、Cautious Maneu-
ver（慎重なる位置取り）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点の名声ポイントに対しては、Impervious（影響
されぬもの）、60点の名声ポイントに対してはOne More Chance

（チャンスをもう1度）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。

遭遇を調整する
　『亡霊軍団の進撃』の最初の4つの遭遇は、君が “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” から成るパーティに
対してDMを行なうことを想定している。また、遭遇5〜8は2レベル
の冒険者から成るパーティ、遭遇9〜13は3レベルの冒険者から成る
パーティを想定している。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&D第4
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
を1体増やすこと。

冒険の背景
　60年以上も昔のこと、“しろがね団” を名乗る腕利きの冒険者の一
団が、インヴァネス城の廃墟に忽然と出現した謎の塔に踏み込んだ。
その結末は悲劇的なものだった—しろがね団の1人、オルディヴィ
ヤ・ヴラディストンが死んだのだ。彼女の夫のサラザールはその後
も数年、団と共に冒険を続けたが、妻の死という事実と共に生きてい
く時間が長くなるにつれ、ひどく落ち込むようになっていった。結
局彼は、暁炉山脈に潜む未知の脅威から、彼の仲間と、そしてハン
マーファストの人々を救うためにその身を犠牲にした。しかしその
自己犠牲の後も、ヴラディストンの霊魂は安らがなかった。彼は幽
霊と化してネンティア谷に出没し、インヴァネスの廃墟にある妻の
墓に通い続けたのだった。
　そうして60年の歳月が過ぎた今、自分と自分の一族の名を上げた
いという志に燃えた若い司祭、アルドゥス・スプリンターシールドは、
インヴァネス城の廃墟に新しい町を建設しようと入植者の一団を組
織してそこに向かっている。その日こそサラザール・ヴラディスト
ンがインヴァネスの墓地を訪れる日であることを、スプリンター
シールド師は知らない。彼の入植団は、かの安らがぬ霊魂の行く手
を妨げてしまう—そうしてかつての冒険者は、じきに恐るべき復
讐者となる。

冒険の概要
　この冒険は、英雄たちが入植団のキャラバンの一員としてイン
ヴァネス城の廃墟に新しい町を作るために出発するところから始ま
る。英雄たちは、キャラバンがインヴァネスまで安全にたどり着く
ための助力として雇われた1レベルの冒険者たちである。
　セッション1：この最初のセッションで、キャラバンはハンマーファ
ストを出発する。道すがら、英雄たちには数名の重要人物と顔を合
わせる機会がある—例えばアルドゥス・スプリンターシールド師
や、キャラバンの護衛でハーフオークのマルグラムなど。そしてキャ
ラバンが小さな流れを渡ろうというときにスタージが襲ってくる。
英雄たちはこれと戦って倒さねばならない。
　セッション2：このセッションは英雄たちが、キャラバンに同行す
るエルフのウィザードにして学者であるファルディラの護衛に指名
されるところから始まる。任務の最中に、英雄たちは人食い植物、ゴ
ブリンの奇襲、あるいは飢えたドレイクの群れという遭遇のうちの
いずれかひとつをこなすことになる。
　セッション3：このセッションでは、スプリンターシールド師は英
雄たちに、入植者たちが足を踏み入れる前にインヴァネス城を探索
し、危険が潜んでいないことを確認してきてほしいと依頼する。廃
墟となった城の謎めいた由来をさらに調べるうちに、英雄たちは噴
水の中に住み着いていた2体のオーカー・ジェリーと遭遇する破目
に陥る。
　セッション4：インヴァネス城の廃墟がすっかり掃討されてしまう
と、入植団は城壁の中に足を踏み入れる。スプリンターシールド師
が清めの儀式を始めようという直前、廃墟の中心にあった崩れた塔
が輝き始め、完全な姿を現す。と同時にアンデッドが襲い掛かって
くる。冒険者たちは儀式を潰そうと襲い来るアンデッドの脅威から
スプリンターシールド師を守らねばならない。廃墟が浄化されてし
まうと、英雄たちは「貴様らのせいで私は妻の墓に近づけなくなって
しまった」と抗議の声を上げるサラザール・ヴラディストンの幽霊
と対面することになる。
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　セッション5：このセッションは第1章の決着がついた数ヵ月後か
ら始まる。英雄たちもインヴァネスの町も何事もなく良き日々を
送っている。そこへインヴァネスの森で樵

きこり

や狩人たちが行方不明に
なっているという噂が流れ、その調査に出向いた英雄たちは、謎めい
た“奈落の疫病”の存在を見いだすことになる。
　セッション6：このセッションでは、英雄たちは奈落の疫病の元を
辿ってハーケン森を探索する。奇妙な死体を調べていると、亡霊兵
士が数体現れてスプリンターシールド師を殺害し、浄化されたイン
ヴァネスをふたたび穢してしまう。守りが打ち砕かれ、町は襲撃に
怯えなければならなくなる。
　セッション7：このセッションは、町の安寧を保つため英雄たちが
インヴァネスに急ぎ戻るところから始まる。英雄たちは亡霊の歩哨
どもの脇をすり抜けてインヴァネスに戻ったのち、マルグラムが町
の人々の多くを安全に逃げ延びさせるのを助け、その途中で何体も
の亡霊軍団の兵士たちを倒す。
　セッション8：このセッションで、英雄たちはサラザール・ヴラディ
ストンの亡霊と直接ことを構える。そうしてヴラディストンが現在
のかたちでいる間は、彼を倒すことはできないということがわかる。
そのあと英雄たちはファルディラを救出し、焼け落ちる町から逃げ
出すことになる。ヴラディストンは英雄たちに、我が復讐からは逃
れられぬと思えと警告する。
　セッション9：インヴァネス襲撃からさらに数ヵ月後の時点で、セッ
ションの開始となる。ヴラディストンは、かつて亡霊軍団の名で知
られた死者たちの軍勢を再び自らの傍

かたわら

に集結させていた。ヴラディ
ストンがハンマーファストの人々に仇なす亡霊として襲い掛かって
きたとき、冒険者たちもまた助っ人として街にやってくる。図書館
に足を踏み入れた彼らは、ファルディラがヴラディストンに関する
情報を握っていることを知る。
　セッション10：ファルディラはヴラディストンの過去について語
り、またどこで彼が殺されたかについても教えてくれる。「あなた方
は幽霊塔から持ち去られた “時の矢” という名の聖遺物を見つけ出さ
ねばなりません」とファルディラは英雄たちに告げる。キャラクター
たちはその矢を用いてヴラディストンを滅ぼし去ることもできるし、
あるいはその矢をヴラディストンに渡すこともできる。その矢が幽
霊塔に戻されれば塔は消滅し、ヴラディストンの妻は彼のもとに戻
るのだという。
　セッション11：冒険者たちは打ち捨てられた僧院を調べ、しろが
ね団のウィザードが強力な魔法を用いて僧院の住人を時の中に閉じ
込めていたことを知る。魔法的に封印された地下の部屋に入るため、
彼らは僧院を探索し、そこに住み着いているアンデッドと戦わねば
ならない。
　セッション12：英雄たちはその一帯を探索し、そして過去の出来
事が目の前に繰り広げられていくのを目にする。また、そうするう
ちに彼らは、ドゥエルガルをその場に縛り付けていた呪文の一部を
破壊する。ドゥエルガルを倒すと、彼らはさらに僧院の地下深くへ
と降り、ついには最下層に到達する。
　セッション13：最終セッションで、英雄たちは廃墟化した僧院の地
下深くに、ヴラディストンの死の原因となったものを捜し求める。
崩れ、凍結した洞窟に足を踏み入れた彼らは、60年前にサラザール・
ヴラディストンを殺したアースクウェイク・ドラゴンを解き放って
しまう。

　戦いの間に、彼らはヴラディストンの亡骸から件の矢を回収する
ことができる。キャラクターたちは “時の矢” を用いて、ドラゴンが
ヴラディストンを殺す前にそのドラゴンを殺して手っ取り早く歴史
の流れを変えることもできるし、その場に現れて、妻と再び一緒にな
るためにその武器を譲ってほしいというヴラディストンの亡霊に、
その矢を渡すこともできる。

翻訳者より
　今回のD&D Encountersの開催にあたり、DAC-BITをはじめとす
るD&Dユーザーの皆さん、ならびにWPN Japan、Hobby JAPANの
関係者各位のご尽力をいただいています。ご協力に感謝いたします。
日本D&D Encounters翻訳ボランティアの会
滝野原南生、塚田与志也、野村平、桂令夫、柳田真坂樹



6

第1章
　各キャラクターは最大値のヒット・ポイントと1点のアクション・
ポイントを持って『亡霊軍団の進撃』を開始する。

セッション1：街道にて
　冒険は、英雄たちがハンマーファスト—元はドワーフたちの巨
大共同墓地であり、ネンティア谷で最大級の共同体のひとつでもあ
る場所にいるところから始まる。英雄たちは、とある入植者のキャ
ラバンの一員として集められ、出発の準備をしているところ。以下
の文章を読み上げ、アドベンチャーを開始すること。

　早朝の底冷えの中。君たちは、ほかの同行者たちと寄り集まって
立っており、皆の吐く息で辺りは白くけぶっている。ようやく曙光
が差し、ハンマーファストの壁が影となって君たちの上に聳え立っ
ている。入植者たちのキャラバンは出発の準備をしており、君たち
もその中の一員なのだ。

　プレイヤーたちにそれぞれのキャラクターを紹介するように指示
し、彼らに自身のキャラクターやその背景について説明する時間を
与えること。プレイヤーたちのキャラクター紹介が終わったら、以
下を読み上げて説明を続けること：

キャラクター・プロフィール： 
アルドゥス・スプリンターシールド

　スプリンターシールド師はモラディンの若いクレリックである。彼の
家族は遠く離れたドワーフの要塞の出身であり、ハンマーファストで
名を上げる可能性を作ったのは、一族の中では彼が最初である。
　重要な特徴：楽観主義者で、熱狂的で、積極的である。スプリン
ターシールド師は遙かな目標を見据え、それを実現させるために猛
烈に働く。彼は最も先の見えない状況下においても明るい雰囲気を
保ち続ける。
　目標：スプリンターシールド師は、ネンティア谷をより安全に通過
できる場所にし、またモラディン神殿内での自分の地位を高めるため
に、インヴァネスに新たな街を建設する手助けをしたいと考えている。
　動機：ハンマーファストやネンティア谷で、自分の氏族の名声を高
められるかもしれないということ、そして文明の領域を押し広げてゆ
きたいという混じり気なしの情熱が彼の動機である。
　恐れていること：彼は役に立たないと見なされ、名声が地に落ち
ることを恐れている。彼にとって、この画期的であり、神から与えられ
たものでもある使命に失敗することは、彼自身、そして自らの氏族の
評判を崩壊させることに等しいのだ。
　弱点：スプリンターシールド師の楽観主義は行きすぎることがある。
危険の可能性を見込んだり、挑戦がどの程度のものになるかという
ことを推し量ったりすることは、彼にとってはどうにも困難なのだ。
　癖と身体的特徴：このクレリック氏は常に熱狂的な調子で話し、
大声になったり大げさになったりすることも多い。また、彼は足を引
きずっており、そのせいで歩くときは常に杖に頼らねばならない。最
初にハンマーファストに旅したときに起きた、蜘蛛の化け物との悲惨
な戦いのせいで、彼は足が不自由になってしまったのだ。

　数ヶ月前、ハンマーファストのモラディン神殿より、南西のほうに
新しい町を設立するので健康な入植者を求めているという触れが出
た。新しい町に移住したいと望んだ君たちはその呼びかけに答え、
そうして今、キャラバンの出発を待って街の外の平原に立っている
というわけだ。

　もしキャラクターの過去についてこだわりのあるプレイヤーがい
るようなら、君は彼らにそのキャラクターがどうしてこの旅に同意
したのか説明するよう求めてもいい。またプレイヤーが「何か報酬
のようなものがあるのか」と聞いてきた場合には、キャラバンマス
ターのスプリンターシールド師が、入植者ひとりひとりが新たな家
を建てるための助けとして、いくぶんかの補助金を提供してくれて
いると答えること。

第1日： 
ハンマーファストからの出立
　プレイヤーたちに互いの情報を確認し合う時間を与えた後、キャ
ラバンの最初の馬車が動きだす。それと同時にキャラバンの財務を
取り仕切っているモラディンのクレリックでアルドゥス・スプリン
ターシールドと呼ばれるドワーフが英雄たちのもとを訪れて、冒険
の真の開始となる。以下の文章を読み上げること：

　準備は整ったか—そうキャラバンマスターは声を上げる。馬車
の間から口笛が響き渡り、出発の準備がすっかり整ったことを知ら
せる。マスターは合図をし、馬車はゆっくりと進み始める。キャラ
バンマスターを務めるのはモラディンのクレリックのローブを着込
んだドワーフの男で、にこやかに笑いながら君たちに歩み寄ってく
る。「君たちが来てくれることに感謝する」そう彼は言う。「ちょう
ど3日のうちに、我々は自らの街を打ち立てる。我らは皆、歴史に名
を残せるというわけだ」

　プレイヤーたちに、スプリンターシールド師と何か言葉を交わす
機会を与えること。この熱狂的なクレリックはこれから起こるであ
ろう歴史的な出来事について詳しく話し、そうする間に以下の情報
を与えてくれる。
F これから街を造ろうという場所は、かつて巨大な城があった跡

地である。インヴァネス城はずっと昔に廃墟化したが、その所
在地はつい最近、ハンマーファストとハーケンウォルド間の、街
道を外れた場所を旅していたレンジャーたちの一団によって再
発見された。

F 新たな街はハーケンウォルドとハンマーファストの間を旅する
商人たちの中継地となるはずだ。モラディン神殿は暁炉山脈の
麓を通る新たな道を作り、よりよい南方への通商路を作ろうと
していた。インヴァネスは道を建設するための労働者や資材の
ための第一の前哨拠点となるだろう。

　英雄たちがスプリンターシールド師との会話を済ませたら、以下
の文章を読み上げること：

　キャラバンは数時間の間調子よく交易路を進んでゆき、誰もがス
プリンターシールド師と同様に、意気揚々としているように見える。
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て街からざっと10マイルも離れたところで、暁炉山脈の頂へと向かっ

ていた道はその向きを変え、山脈の麓を巡るように進み始める。キャ
ラバンの前後をはさむように進んでいた、ハンマーファストから
やってきたレンジャーたちがその持ち場から離れていく。彼らは
キャラバンの護衛隊長、ハーフオークのマルグラムと短く言葉を交
わし、谷を抜けて旅することがいかに危険かということについて警
告を口にする。別れの挨拶に手を振ると、彼らは馬首を巡らし、ハン
マーファストへと戻っていく。

第2日：路上の口論
　第1日目でできあがったちょっとした仲間意識は、2日目には雲散
霧消する。スプリンターシールド師とキャラバンの護衛隊長マルグ
ラムとの間で諍

いさか

いが起きるのだ。以下の文章を読み上げ、シーンを
開始すること。

　旅の2日目、入植者たちの間での緊張感があらわになり始める。
キャラバンは平坦な交易路を後にして、南へと進路を取る。今進ん
でいるのは、馬車や荷車のことなど考えられていないでこぼこ道だ。
入植者たちの最初の高揚感は消え失せ、誰もがすでに道に嫌気がさ
した様子。突然キャラバンの先頭近くで叫び声が上がる。皆、急に
顔を上げ、心配そうな目で何が起こったのかと周囲を見回している。

　キャラクターたちがあたりを見回すと、スプリンターシールド師
とマルグラムが声高に言い争いをしているのがわかる。以下の文章
を読み上げること。

　キャラバンの先頭を、スプリンターシールド師とマルグラムが隣
り合って進みながら互いに相手を罵倒している。マルグラムの吼え
るような声は、道の周囲の開けた野原に響き渡っている。「ドワーフ
がガンコなのはもうわかったからちっとは理性的に考えろ。山側よ
りも森側がずっと安全なんだ。なんで理解しようとしない？」

　口論は、マルグラムが偵察から戻って、秋の大嵐と増水した川のせ
いで、前方の道が流されてしまっていると報告した後に起こったの
だ。キャラバンは明日の朝のどこかの時点で流れの浅瀬のひとつを
押し渡らねばならないが、それには2つの選択肢がある。流れのひと
つはハーケン森の北東の端に近く、もう一方は暁炉山脈の麓に近い。
マルグラムは、山の麓は旅人を襲おうと待ち構えているオークの部
族にふさがれていると信じており、一方スプリンターシールド師は
というと、モラディンの祝福のある山側の道のほうが良いと言い
張っているのだ。
　英雄たちは、この口論に介入して、どちらか一方を支持することも
できる。もし彼らがどちらかに加担して説得力ある主張を展開した
ならば、マルグラムにせよスプリンターシールドにせよ（しぶしぶな
がら）折れ、キャラバンは英雄たちが支持した方向に道を取る（訳注：
PCたちの意見が分れた場合や説得力ある主張を展開できなかった場
合などについては後段参照）。ただしこの決定はすぐには物語に影
響はしてこない（どの流れを渡るにしろ、スタージに襲われるのであ
る）。この決定が何らかの影響をもたらすのは、セッション2におい
てである。
　報酬：パーティはセッション終了時に、口論をおさめるのに手を
貸したことに対して400〜600XPを追加で得る。

第3日：流れを渡る
　旅の3日目の朝のうちに、キャラバンは秋の嵐のせいでできた速い
流れに到達する。以下の文章を読み上げること。

　3日目の正午近く、キャラバンの先頭をゆく馬車が停止の合図をす
る。速い流れが前方の平原を横切っているのを君たちは目にする。
川の本流からは離れているものの、流れは深く、これを押し渡るのが
些細なこととは言えないのは明らかだ。

　マルグラムとスプリンターシールド師は—非常に珍しいことに
これは互いに完全に同意した様子で—事故なく流れを渡るための
準備に関する計画を練り始める。彼ら2人がまずキャラバンの半分
を先導して流れを渡り、その間英雄たちは残りの半分を守る。先行
する半分が向こう岸まで渡ってしまったら、英雄たちが残りの馬車
を先導して渡河を行なうというのである。

キャラクター・プロフィール： 
マルグラム

　マルグラムはハンマーファストからやって来たハーフオークのレン
ジャーで、インヴァネスにできる新しい町の護衛隊長に志願した。
　重要な特徴：無愛想、実利的、疑い深い。死なないためには常
に警戒を怠ってはならないとマルグラムは信じている。
　目標：マルグラムはキャラバンを無事インヴァネスに到着させ、入
植者たちがより安全にいられるようにできるだけ早く町を作ってしま
いたいと考えている。
　動機：マルグラムはグルームシュ司祭であったとあるオークの息子
で、これまでずっとハンマーファストのドワーフたちの偏見に直面して
きた。彼はこの谷に安全で堅固な町をひとつ打ち立て、自分の価値
を証明したいと望んでいる。
　恐れていること：マルグラムは自分の血筋に関する劣等感めいた
何かを抱いている。ただし彼が本当に恐れているのはグルームシュ
だけである—これは彼の父親が彼にそう教え込んだからである。
血族を裏切りドワーフに味方したことで、いつの日か隻眼の神が彼を
罰するのではないかと、彼は心配している。
　弱点：マルグラムの警戒心は偏執狂と紙一重であり、そのせいで
彼は誰かと友情を結ぶのが非常に困難になっている。他人を信用
しようとしない彼の性分は「何かをきちんとやりたきゃ、自分でやれ」と
いう態度に如実に表れている。
　癖と身体的特徴：マルグラムは不満を隠すということがない。誰
かが提案でもしようものなら地面に唾を吐き、口論となれば馬鹿にし
たように鼻を鳴らし、話を聞き終わると無愛想にその場を立ち去るの
である。
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スタージ襲来
遭遇レベル1（500＋ XP）

　流れを渡ること自体は命の危険を伴うようなものではないが、渡
河の間、馬車の動きが鈍重になるせいで入植者たちは何かと弱みを
晒
さら

すことになる。スタージの群れが飛んできて、馬や入植者たちか
ら血を吸おうとする。入植者たちが流れを渡ろうとし始めると同時
にスタージは襲来し、そのため英雄たちはスタージに立ち向かうか、
馬車と入植者たちがモンスターどもを避けるのを助けるかの二者択
一を迫られる。

セットアップ
スタージ（S）  5体
馬と馬車（H）  4組
インヴァネスへの入植者（I） 4体

　英雄たちと馬車の第二陣が流れを渡り始めた時に遭遇開始となる。

　英雄たちが渡河を開始したら、以下の文章を読み上げること：

　流れ下る水音と馬車のきしる音が、空からやってくる羽音をかき
消していたのだ。一瞬見たときには鳥のちょっとした群れだと思っ
たものが、ひとつひとつが子犬ほどもある4枚の羽を持つ虫だとわか
る。クリーチャーは見る見るうちに近づき、馬たちは怯えていななき、
入植者たちは警告の叫びを上げる。

　個々のスタージについてイニシアチブをロールするか、あるいは
スタージを2ないし3つのグループに分けること。これによって、ど
ちらか一方が極端に有利にならないよう調節することができる。

スタージ（S）5 体 レベル 1　奇襲役
小型・自然・野獣	 XP 各 100
hp：22；重傷値：11 イニシアチブ＋7
AC15；頑健12、反応15、意志12 〈知覚〉±0
移動速度2、飛行6 暗視
特徴
ニンブル・ブラッドサッカー／機敏な吸血種

　このスタージはクリーチャーをつかんでいる間、ACと反応防御値に＋5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
必要条件：このスタージがクリーチャーをつかんでいないこと。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d4ダメージ、目標をつかむ（脱出難易度12）。目標はこのつかみから
脱出するまでのあいだ継続的ダメージ10を受け続ける。

技能：〈隠密〉＋8
【筋】 8（−1） 【敏】 16（＋3） 【判】 10（±0）
【耐】 10（±0） 【知】 1（−5） 【魅】 4（−3）
属性：無属性 言語：—

戦術
　スタージは馬と入植者のどちらを攻撃することもできるが、いっ
ぽう入植者たちは一切攻撃を行なえない。スタージの攻撃は入植者
には自動的にヒットし、その度に入植者を1人殺す。馬はそれぞれ
25点のヒット・ポイントを有している。馬と入植者たちは回復力を
持たない。
　スタージ：スタージが望むのはただひとつ、捕食のみである。彼ら
は通り道にいる、生きているクリーチャーすべてに襲いかかる。攻
撃の際は最も近くにいる目標を選ぶ。英雄がスタージを攻撃した場
合、近くのスタージが加勢することもあるが、5マス以上離れたとこ
ろにいるスタージは他の戦闘を無視し、自分の犠牲者を求める。
　他のクリーチャーをつかんだスタージは、ACと反応防御値にボー
ナスを得ることを忘れないこと。
　入植者、馬、馬車：入植者や馬、馬車の移動や攻撃について詳細に
説明する必要はない。馬車は、英雄たちが馬車を動かすためのアク
ションを取るまでその場所に止まる（“地形パワー”参照）。
　入植者や馬はスタージに怯えている。しかし入植者たちは、馬車
の中の物資が今後の数日、そして数ヶ月の彼らの生存を支えるもの
であると知っている。彼らはスタージと戦わないし、馬にも戦わせ
ない。その代わり彼らは馬車に流れを渡らせるのに集中する。馬車
に隣接する入植者は、キャラクターの“馬車の押し引き”や“さっさと
行け！”の判定に＋2のボーナスを与える。
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　キャラクターは馬と馬車に対して影響する以下のパワーを使用す
る事ができる。

馬車の押し引き	 無限回／地形
　君は馬車に肩を押し当て、押しやろうとする。
標準アクション
必要条件：使用者は馬車に隣接していなければならない。
判定：〈運動〉判定、難易度12
成功：馬とその馬が繋がれている馬車は、妨げられることなく戦場から離れること

ができる。その馬と馬車は“ゲームから除外”される。この移動の際、その馬は
いかなる機会攻撃の対象にもならず、また、敵のいるマス目を通過することがで
きる。その馬に対するすべてのつかみは終了し、つかんでいたクリーチャーは
伏せ状態になる。

さっさと行け！	 無限回／地形
　君は手綱を取るなり馬を呼びかけるなりして、馬車につながれた馬をせき立てる。
標準アクション
必要条件：使用者は1体の馬から5マス以内にいなければならない。
判定：〈威圧〉または〈自然〉判定、難易度12
成功：馬とその馬が繋がれている馬車は、妨げられることなく戦場から離れること

ができる。その馬と馬車は“ゲームから除外”される。この移動の際、その馬は
いかなる機会攻撃の対象にもならず、また、敵のいるマス目を通過することがで
きる。その馬に対するすべてのつかみは終了し、つかんでいたクリーチャーは
伏せ状態になる。

馬が死亡した際には
　馬が死亡すると、スプリンターシールド師はキャラクターたちを呼
び、死んだ馬が引いていた馬車を引くのを手伝ってくれと言う。1体
のキャラクターは、1体の死んだ馬の代わりに馬車を引くことができ
る。馬車を引いたキャラクターは皆、回復力1回ぶんを失う。誰が
馬車を引くか、キャラクターたちでは決定できなかった際、スプリン
ターシールド師が決定する：1d6をロールし、どのキャラクターが馬
車を引かねばならないかを決定すること。

このエリアの情報
　照明：スタージの襲撃は曇りの日の午前中に起こる。エリア全体
は“明るい”。
　藪：これらの小さな灌木は“移動困難な地形”である。
　丸太：これらのマス目は“移動困難な地形”である。
　岩：これらのマス目は “移動困難な地形” である。ただし、これら
の岩は遮蔽を提供するほど高くはない。
　流れ：流れはほとんどの英雄たちにとって腰以下の深さでしかな
く、渡るための技能判定は不要である。流れのマス目すべては“移動
困難な地形” である。流れの中で伏せ状態になったクリーチャーは
部分遮蔽と部分視認困難を得る。
　樹木：樹木はいずれも4マスぶんの高さがある。木は部分遮蔽を
提供するが、登れるほど丈夫ではない。

さらなる展開
　スタージがすべて死んで馬車
が流れを渡ってしまうと、英雄
たちはキャラバンと合流する。
とはいえ、いくぶんかは時間を
無駄にしてしまった。入植者た
ちが日没までにインヴァネス城
跡地に辿り着くには、この日の
残りはずいぶんと強行軍をしな
ければならない。
　入植者に死者が出ていた場合、
スプリンターシールド師は死者
を弔い、彼らを埋葬するために
少し時間を取るようにと命令す
る。
　報酬：生き延びた馬1体につき、
パ ー テ ィ は 遭 遇 の 経 験 点 を
20XPずつ追加で得る。また、生
き延びた入植者1体につき、パー
ティは追加で10XPを得る。
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セッション2： 
ワンダリング・モンスター
　ネンティア谷は人口もまばらで、キャラバンは守る者もいない土
地を旅している。長い旅では驚くことでもないが、ランダムな遭遇
が発生する。攻撃を受けるのは旅の最後の日の昼頃だ。
　小川を渡りおおせてから2時間後、マルグラムがパーティに近づい
てくる。以下の文章を読み上げること。

　周囲を見回して危険に鋭く目配りしながらも、君たちは満足して
いる。キャラバンがスタージの攻撃からうまく回復したようだから
だ。
　ふと、君たちは気づく。ハーフオークのマルグラムが、馬車の列に
沿って決然と歩み寄ってくる。その早足に追いつこうと苦労してい
るのは、エルフの女性だ。街道を旅するにはいささか優雅にすぎる
長いローブを着ている。二人が近くまで来ると、マルグラムは片手
をあげて君たちに合図をし、低い声で話しかける。いつもの彼にく
らべると、ずいぶんと改まった口調だ。
　「ファルディラは穴掘りがしたいと考えてる。だが彼女は入植団
にとって非常に重要な人物だ、一人で歩き回らせるわけにはいかん。
お前たちには、しばらく彼女について見守ってもらう必要がある」

　パーティが反応するより前にファルディラは一歩前に出て、もっ
と改まった言葉で自己紹介をする。彼女はインヴァネスの新しい町
に定住する予定の学者なのだという。
　彼女は、いまキャラバンが旅している地域に珍しい薬草が大量に
自生しているという噂を聞いたことがあった。だから最寄りの木立
を探して質のよい標本を手に入れたいと考えている。だが、マルグ
ラムの言うとおり、護衛もなしで出発してはいけないという意見に
は賛成する。
　そこで、スタージの襲撃に対してよい仕事をしたのを見たハーフ
オークが、英雄たちを適任の護衛として指名したのだ。
　物語のこの部分では、英雄たちがファルディラと知り合うチャン
スとなり、同時にキャラバンの目的地について断片的に情報を得る
ことができる。
　ファルディラは英雄たちを連れて近くの木立に行くと、薬草を求
めて土掘りを始める。彼女はその間も感じよく話し、英雄たちのこ
とや、新しい町の建設が終わったら何をしたいかを尋ねる。薬草を
探す間に、彼女はなかば土に埋まっていたアイテムを見つけ、それを
パーティにくれる。宝物表を使って、彼女が見つけたのが何だった
かを決めること。
　ファルディラは、話をする間に下記の情報を与えてくれる。
F インヴァネス城はかつて数百人の人々が暮らす場所だった。大

昔に廃墟になったが、塔がひとつだけ、立って残っている。昔は
危険な場所だと思われていたが、何十年か前に冒険者の一団が入
り込んで、塔の中を探索し尽くした。

F スプリンターシールド師は清めの儀式を行なって、塔の周りの土
地にモラディン神の祝福を授けるつもりでいる。念の為の予防
措置だが、ファルディラもこれを全力でサポートする。—と
いうか、実のところ儀式をするように助言したのもファルディラ
である。未知の危険が存在するかもしれないからだ。

F インヴァネスはハーケン森に近いので、ファルディラはハーケ
ン森に住む同族を説得し、近くにエルフの監視地点を設けるよう
にしたいと考えている。

　報酬：ファルディラと友情を通わせ、インヴァネス移住に関する
彼女の計画について知ることができたら、パーティは400〜600XP
を追加で得る。

キャラクター・プロフィール： 
ファルディラ・アラニエル

　ファルディラ・アラニエルは冬越村からやって来たエルフの女ウィ
ザードである。スプリンターシールド師が、新しい町を秘術と学識で
助けてもらうために彼女を雇った。
　重要な特徴：知的、集中している、危険に鈍感。難解な質問を大
量にする。知識を追い求めるにあたって、それに伴う危険に気づか
ない。
　目標：ファルディラは新たな街の建設地を探検し、その年代記を
作成したいと考えている。彼女はすでにかなりの研究を行ない、そ
れ基づいてインヴァネスの興亡に関する何章かの文章を書いてい
る。
　恐れていること：ファルディラはアンデッドを恐れている。その恐
怖は、彼女の種族が持つアンデッドへの軽蔑よりもずっと根深いもの
だ。
　弱点：情報のかけらでもあれば、それにかじりついて盲目的に追
及してしまう傾向がある。他人を信用しやすく、相手が新しい情報を
持っていると主張する場合は特にそうである。
　癖と身体的特徴：時として、色々なことを考えているうちにエルフ
語で話し始めてしまう。そうなると、注意するまで再び共通語に切り
替えてはくれない。

野外の遭遇
　ファルディラの薬草集めが終わりに近づくと、英雄たちはトラブ
ルに見舞われる。パーティが何に出くわしたのかを決めるため、
1d6をロールして下記の野外遭遇表を参照すること。プレイヤーの
半数以上がマルグラムとスプリンターシールド師を説得して山地に
近いルートに進路を変えていたのなら、d6の出目に2を加えること

（ただし、出目は最大で6）。プレイヤーの半数以上がキャラバンを
ハーケン森の外縁を通るように説得していたならd6の出目から2を
差し引くこと（ただし、出目は最小で1）。プレイヤーが前記の半数ず
つに分かれているか、彼らがスプリンターシールド師とマルグラム
の口論に口を挟まなかったなら、出目は修正しない。

野外遭遇表
d6	 	 遭遇
1 〜 2	 森の守護者（P.11）
3〜 4	 森のゴブリン（P.12）
5〜 6	 腹ぺこドレイク（P.13）
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遭遇レベル2（625XP）

セットアップ
キャリオン・ヴァインの罠（S）
ファルディラ（F）

　ファルディラが薬草を集めていた木立には、危険な肉食植物が生
えていた。キャリオン・ヴァイン（死骸蔦）と呼ばれるそれは、フェ
イワイルド原産の怪物だ。広い範囲に張り巡らせた根から、種の入っ
た莢を地表に伸ばしている。莢は縁に棘のある長い蔦のような触手
をもち、生きたエサを捕えてその血を啜る。

　遭遇を始める準備ができたら、以下の文章を読み上げること：

　小さく閉じた球根状の植物が開き、中に収まっていた鞭のように
うねる長いツルが現れた。ツルはどれも棘におおわれていて、まる
で飢えているように君たちの方に伸びてくる！

戦術
　キャリオン・ヴァインは、誰であれ近くにいる者を攻撃する。遭
遇が危険なものだという感じを与えるため、ファルディラに対して
も1回は攻撃を行なうこと。ただし、彼女を殺してはならない。彼女
には冒険の中で後々なすべき重要な役割があるからである。

キャリオン・ヴァインの罠	 レベル 2　単独　罠
罠	 XP625
感知：〈知覚〉難易度19 イニシアチブ＋6
hp：120；重傷値：—
AC14；頑健13、反応11、意志—
完全耐性：強制移動；脆弱性：［火］
特徴
シード・ポッズ／種莢

　これらの種莢はすべて、1体の植物クリーチャーの体の一部である。この罠
が15ダメージを受けるたび、この遭遇から種莢を1つ取り除くこと（これによっ
てこの罠の攻撃回数が変化することはない）。この罠は任意の種莢があるマ
スを攻撃の起点にすることができる。

ヴァンピリック・プラント／吸血植物（［回復］）
　1体のクリーチャーのhpを0以下にするたび、キャリオン・ヴァインは15hpを
回復し、種莢が1つ復活する。

標準アクション
ヴァイン・テンタクル／触手状のツタ［毒］F無限回
攻撃：近接・3（クリーチャー1体、2体、3体、4体のいずれか）；＋7対AC
ヒット：1d8＋5の［毒］ダメージ、目標はつかまれる（脱出難易度12）。

対抗手段
F	混乱させる：〈自然〉難易度12。成功：キャリオン・ヴァインは1体のクリーチ

ャーに対するつかみを終了させる。失敗（10以下）：キャリオン・ヴァインは〈自
然〉判定を行なったクリーチャーにヴァイン・テンタクルを使用する。

F	退散させる：〈魔法学〉難易度12。成功：そのキャラクターはこの植物の体の
一部をフェイワイルドに退散させることによって、キャリオン・ヴァインに15ダメー
ジを与える。

ファルディラ（F） レベル 1　制御役
中型・フェイ・人型、エルフ	 XP—
hp：26；重傷値：13 イニシアチブ：＋1
AC15；頑健12、反応14、意志13 〈知覚〉＋6
移動速度：7 夜目
特徴
ワイルド・ステップ／荒地渡り

　ファルディラはシフトを行なう際、移動困難な地形を無視する。
標準アクション
r マジック・ミサイル／魔法の矢（［装具］、［力場］）F無限回
効果：遠隔・10（クリーチャー1体）。目標は6の［力場］ダメージを受ける。

R ファントム・ボルト／幽玄の矢（［精神］、［装具］、［幻］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋4対“意志”
ヒット：1d8＋5の［精神］ダメージ、目標を1マス横滑りさせることができる。

技能：〈看破〉＋6、〈宗教〉＋8、〈魔法学〉＋11、〈歴史〉＋11
【筋】 8（−1） 【敏】 12（＋1） 【判】 13（＋1）
【耐】 10（±0） 【知】 16（＋3） 【魅】 12（＋1）
属性：善 言語：共通語、エルフ語
装備：ローブ、ワンド

このエリアの情報
　照明：“明るい”。
　低木の茂み：葉群が描かれたマス目は“移動困難な地形”である。

さらなる展開
　英雄たちがキャリオン・ヴァインの罠を解決し終えたころには、
ファルディラがキャラバンに戻りたくてたまらなそうにしているこ
とに彼らも気づくだろう。エルフは感謝するが、マルグラムにこの

「ちょっとした揉め事」については話さないように頼み込む。彼女は、
ここに到着した時点でキャリオン・ヴァインの危険性に気が付けな
かったことを恥じているのだ。
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森のゴブリン
遭遇レベル2（625XP）

セットアップ
ゴブリンの殺し屋（C） 5体
ゴブリンの狙い射ち屋（S） 5体
ファルディラ（F）P.11参照

　ハーケンウォルドの人々がハーケン森に棲むゴブリンの群に悩ま
されることは稀である。群はどれも、ほとんどの場合は文明を避け
るからだ。だが英雄たちとファルディラがキャラバンを離れた時、
ゴブリンどもは無警戒な旅人を狩るチャンスだと考えた。

　遭遇を始める準備ができたら、以下の文章を読み上げること：

　ファルディラが薬草を集めている木立が静まりかえる……虫や鳥
の立てる自然の物音が絶える。金切り声とともに、ゴブリンの略奪
隊があたりにわいて出る。中の1人が叫ぶ。「キサマラのお宝をよこ
せ！　ミナ殺しにしてやるぞ！」

戦術
　ゴブリンどもは、殺しよりも財宝に興味がある。とはいえ、流血沙
汰をためらうこともない。遭遇が危険なものだという感じを与える
ために、1回か2回はゴブリンにファルディラを攻撃させること。た
だし、彼女を殺してはならない。彼女には冒険の中で後々なすべき
重要な役割があるからである。

このエリアの情報
　照明：“明るい”。
　低木の茂み：葉群が描かれたマス目は“移動困難な地形”である。

ゴブリンの狙い射ち屋（S）5 体　 レベル 1　雑魚　砲撃役
小型・自然・人型	 XP 各 25
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
AC13；頑健12、反応14、意志12 〈知覚〉＋1
移動速度：6 夜目
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・15/30（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
【筋】 13（＋1） 【敏】 17（＋3） 【判】 12（＋1）
【耐】 13（＋1） 【知】 8（−1） 【魅】 8（−1）
属性：悪 言語：共通語、ゴブリン語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、ショートボウ、アロー×20

ゴブリンの殺し屋（C）5 体 レベル 1　遊撃役
小型・自然・人型	 XP 各 100
hp：30；重傷値：15 イニシアチブ：＋5
AC15；頑健13、反応14、意志13 〈知覚〉＋2
移動速度：6 夜目
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）；＋6対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ（このゴブリンが目標に対して戦術的優位を得ている
なら2d6＋5）。このゴブリンは1マスのシフトを行なう。

移動アクション
デフト・スカリー／すばやい足はこびF無限回
効果：このゴブリンは3マスのシフトを行なう。

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
【筋】 13（＋1） 【敏】 17（＋3） 【判】 14（＋2）
【耐】 14（＋2） 【知】 8（−1） 【魅】 8（−1）
属性：悪 言語：共通語、ゴブリン語
装備：レザー・アーマー、ライト・シールド、ショート・ソード、ダガー×2

さらなる展開
　英雄たちがゴブリンを殺すか追い散らした後なら、ファルディラ
をキャラバンに戻るよう説得するのは簡単だ。ウィザードは冒険者
の決定に従いはするが、同時に、キャラバンに戻ってもこの遭遇のこ
とを伝えないとしても困りはしませんよ、といったほのめかしをす
る。彼女は外出を提案した際のマルグラムの過保護さに困惑してい
た。プライドの問題ではあるが、彼女はマルグラムの正しさをおおっ
ぴらに認めたいとは少しも思っていないのである。
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遭遇レベル2（700XP）

セットアップ
ガード・ドレイク（G）  2体
スピッティング・ドレイク（S） 3体
ファルディラ（F）P.11参照

　英雄たちは運悪く、腹をすかせたドレイクたちと出くわしてしま
う。

　ファルディラの薬草集めが終わる頃に、以下の文章を読み上げること：

　下生えのガサガサいう音で、君たちは獰猛な外見の野獣が現れた
ことに気づく。そのクリーチャーは鱗に覆われ、緑色のものと金色
のものがいる。彼らは木立に突っ込んでくると、風の中の匂いを追っ
て鼻を拡げる。君たちに目を止めると、大柄なクリーチャーはカミ
ソリのような歯の列をむき出して吠えた。

ガード・ドレイク (G)　2 体 レベル 2　暴れ役
小型・自然・野獣（爬虫類）	 XP 各 125
hp：48；重傷値：24 イニシアチブ：＋3
AC15；頑健15、反応13、意志12 〈知覚〉＋7
移動速度：6
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（味方から2マス以内にいるなら1d10＋9）。

【筋】16（＋4） 【敏】 15（＋3） 【判】 12（＋2）
【耐】 18（＋5） 【知】 3（−3） 【魅】 12（＋2）
属性：無属性 言語：—

スピッティング・ドレイク (S)　3 体 レベル 3　砲撃役
中型・自然・野獣（爬虫類）	 XP 各 150
hp：38；重傷値：19 イニシアチブ：＋5
AC17；頑健14、反応16、意志14 〈知覚〉＋3
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＋4ダメージ。

R コースティック・スピット／腐食液吐き［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：2d6＋4の［酸］ダメージ。

【筋】 14（＋3） 【敏】 18（＋5） 【判】 14（＋3）
【耐】 14（＋3） 【知】 3（−3） 【魅】 12（＋2）
属性：無属性 言語：—

戦術
　ドレイクの群れは長いこと十分な食料もなく過ごしている。した
がって、かれらの第一の目的は、英雄の一人を引き倒して、食べるた
めに引きずっていくことだ。

このエリアの情報
　照明：“明るい”。
　低木の茂み：これらの小さな灌木は“移動困難な地形”である。

さらなる展開
　英雄たちがドレイクの群に対処し終わった頃には、ファルディラ
の方はキャラバンに帰りたくてたまらなくなくなっている。
　ウィザードは感謝し、襲撃の詳細については英雄たちがマルグラ
ムに知らせたほうがよいと提案する。ファルディラはそもそも、マ
ルグラムが危険だと確信しているような場所に居たいとは思わない
が、ともあれドレイクの群がこの周辺で狩りをしている可能性があ
ることは、誰かがキャラバンに警告すべきである。

戦術オプション：ドレイク遣い
　この遭遇のガード・ドレイクは、かつて家畜化されていた。元の
持ち主の商人はネンティア谷で今も頻繁に取引をしている。彼らが
野生化して狩猟生活を始め、この小さな混成群の親分格に収まった
のはほんの最近のことだ。難易度19の〈知覚〉判定に成功すれば、
彼らに所有者を示す焼印が押されていることが分かる。
　冒険者たちはガード・ドレイクが主要な脅威だということを認識し
て、その脅威に力で対抗しようと考えるかもしれない。しかし、目ざと
い英雄たちはガード・ドレイクに命令を下そうと考えるかもしれない。
スピッティング・ドレイクは野性のままだ。だが、ガード・ドレイクに
対してであれば、標準アクションを使って、難易度19の〈自然〉または

〈威圧〉の判定に成功すれば、1体を混乱させたり、攻撃を防いだり、
従わせたりすることができる。これをゲーム内での具体的な効果で
言うなら幻惑状態または支配状態がふさわしいだろう。
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セッション3：塔の偵察
　3日目の終わり近く、日が沈み始める頃、キャラバンはインヴァネ
ス城の廃墟を見下ろす丘の上に到着する。以下の文章を読み上げる
こと：

　沈みゆく太陽は、眼下の谷を横切るように赤みを帯びたオレンジ
色の光を投げかけている。谷の向こう側には小さな丘があり、その
上にはかつては壮大だったであろう城の廃墟が横たわっている。崩
れた石壁の周囲は今や伸び放題の植物に覆われ、まるで自然の防壁
ができあがっているかのように見える。四隅のそれぞれには、様々
な壊れ具合の塔の残骸が立っている。壁に囲まれた中に、風化した
古い石が円形に並んで見えるのは、まぎれもなくかつて中央の塔が
あった名残だろう。
　君たち、そして他の入植者たちが廃墟を見下ろしていると、ファル
ディラは、一時は栄華を極めた城の落魄を嘆くかのような声音でこ
う告げるのだ—「インヴァネス城へようこそ」。

　ファルディラはその日、英雄たちが自分を守ってくれたことに感
謝している。彼女はキャラクターたちと親しく言葉を交わす。彼女
によれば、キャラバンが城から離れた場所で足を止めたのは、スプリ
ンターシールド師が浄化の儀式を行なう意向を持っているからだと
いう。この廃墟には幽霊が出るのだという—ネンティア谷の人々
は、この場所はこの一帯に点在する、死者の霊のうごめく “幽霊塔”の
ひとつであると言い慣わしているのだ。ちなみに別の幽霊塔が妖光
の沼地にある—3つめの塔もこの谷のどこかにあるとファルディ
ラは聞いたことがあるが、その正確な場所についてはいまだに議論
の渦中にある。幽霊塔は、夜になると安らがぬ死者の霊が彷徨う場
所として知られている（実のところ、この伝承は誤りである—塔そ
のものが幽霊めいた存在なのだが、冒険者たちがそのことを知るの
はセッション4においてである）。
　ファルディラから情報を教えてもらった後、スプリンターシール
ド師がやってくる。彼は英雄たちに向き直ると、儀式が済むまでは
キャラバンは新たな町の予定地に入ることはできないのだと告げる。
さらに、儀式のための人員はみな戦いにかけてはずぶの素人なので、
あの場所の偵察が適宜行なわれるまでは、このままあの場所に入る
のはためらわれるとも言う。マルグラムの懸念は—少なくともこ
の一件に関しては—このクレリック氏を納得させるに至ったらし
い。スプリンターシールド師は英雄たちに、先行してあの場所が安
全かどうか確かめてきてほしいと言う。

廃墟の探索
　冒険者たちは谷を横切り、インヴァネス城の廃墟へと丘を登って
いく。その際、少しばかり周囲を探索する機会がある。以下の記述
を使用して、プレイヤーたちに適宜周辺を探索させること。
　報酬：パーティは、5つの場所のうち1つを探索する毎に追加で
80〜120XPを得る。

正門
　丘を登ってゆく石ころだらけの道は、正門へ続いている。英雄た
ちはおそらく最初にこの場所を探索するだろう。

　丘の斜面を登る小道はかつてのインヴァネス城への入り口で終
わっている。正門は残骸と化し、アーチの両側が背の高い人間の背
丈程度に残っているに過ぎない。門の向こうには中庭が広がってい
るが、低く草むした壁の残骸が、視界をほとんど遮っている。

　正門を抜ける間に、英雄たちはみな自分が恐怖に震えるのを感じ
る。それはまるで異界の環境に入り込むかのようだ。クリーチャー
がこの廃墟に入り込むときにはいつでも、各個体が同様の不安な感
覚におそわれる。正門のアーチを通過する者が感じるこの感覚、異
なる時間と異なる場所に完全に移されてしまうという感じを振り払
うのは困難である。だが幸いにして、この心騒がす感覚はすぐに弱
まる。
　難易度12の〈魔法学〉判定に成功すると、この古い門を組み上げて
いる石材から魔法の力が響いてくるのを感じることができる。もと
もとは侵入者を通さないための、護りの魔術であったようだ。今で
はその力は失われて、もはや脅威ではない。目標値を5以上上回って
成功した英雄には、さらに判ることがある。すなわち、方向感覚が失
われたかのような感じは護りの魔術の性質がもたらすものだが、こ
の魔術はこの世界とはまるで異質な魔力と魔術を用いて配置された
ものだ。

塔の基部
　ごたごたと積み重なった石材の輪が、かつては重厚な中央塔が
建っていた場所に残っている。冒険者たちが中央塔の残骸を調べた
とき、以下の文章を読み上げること：

　石材の輪が城の中庭のまんなかにあり、そここそ中央塔がかつて
建っていた場所だとはっきり分かる。だが、今ではツタと下草に覆
われた小さな隆起が残っているだけで、数十年にわたって触れる者
もなかったのは明らかだ。石の輪はぶ厚い茂みの下に傷もなく残っ
ているが、しかしその石は驚くほど古い—これまで見たことのあ
るどんな建築物よりも古いように見える。そして奇妙なことに、輪
の内部にはまったく石がない。まるで元の塔の1階には、石畳はな
かったかのようだ。

　もしも英雄たちが中央塔の基部を構成していた石材を調べるのな
ら、塔が建てられた時に置かれた礎石を見つけることができる。石
材には英雄たちの誰にも読めない言語の文字が彫られている。もし
もその文を書き写してファルディラの元に持ち帰るか、後で彼女に
この石を見せたのなら、この言語は遥か彼方の土地を起源とするも
ので、賢者たちはその地を指して「オアース」と呼ぶということを教
えてくれる。ファルディラはこの文を翻訳することもできる。それ
はどうやら、“ギャラップ・ドレイデル”という固有名詞のようである。
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墓地
　遺跡の西端には、磨り減った墓石の並ぶ
小さな墓地がある。英雄たちが墓地を調
べたとき、以下の文章を読み上げること：

　最初は、12基かそこらの墓石が藪の中
にどうやら見分けられるに過ぎない。墓
石は歳月に磨耗し、彫刻はひどく風化して
いる。しかし見直してみると、不思議なこ
とに、繁茂する植物の様子がこの場所では
他と違う事に気づく。君たちの想像力の
いたずらでなければ、この墓地は手入れさ
れ、定期的に掃除されているようなのだ。

　さらによく調べると、墓場にある墓石の
数は13基で、そのうち3基は部分的にしか
残っていない。9基は形こそ完全だが、墓
碑を読み取ることはできない。残る 1基の
墓石の碑文はまだ読むことができる—

「オルディヴィヤ・ヴラディストン、妻に
して友」とある。難易度19の〈歴史〉判定に
成功したキャラクターは、オルディヴィ
ヤ・ヴラディストンが数十年前「しろがね
団」と呼ばれた冒険者の一団のメンバーで
あったことを思いだせる。

西南の塔
　廃墟にある4つの塔はいずれも崩れつつあるが、なかでも西南の塔
の状態が一番悪い。英雄たちがここを調べたとき、以下の文章を読
み上げること：

　この塔は崩壊寸前だ。基礎部分が破損したせいで、周り中の壁に
亀裂が生じてしまっている。にもかかわらず、ここに散乱している
瓦礫は少ない。実際のところ、大きな石材は一つもないのだ。

元になったモジュール
　この冒険の元になったモジュール「インヴァネスの幽霊塔(Ghost 
Tower of Inverness)」は、D&Dの最初期の公式背景世界、グレイ
ホークを舞台としていた。このシナリオでは、英雄たちが手がかりを
つかむに従って、インヴァネス城の廃墟がグレイホークからネンティア
谷に、どのようにしてか移されたのだということが見えてくる。元のモ
ジュールへの言及は “ギャラップ・ドレイデル” も含めてこのアドベン
チャーの全体的なプロットにおいて何らかの意味を持つわけではな
い。これらは古強者のプレイヤーへのちょっとしたサービスでしかな
いのだ。

（訳注：“モジュール” は、冒険シナリオやアドベンチャーの昔の呼び
方）

　難易度12の〈地下探険〉判定に成功した英雄には次のことがはっ
きり分かる。西南の塔の壊れかたは、地震で崩れかけた建物とよく
似ている。ロールの結果が難易度を5以上うわまわった場合、基礎部
分の石材が丘の頂の形に合っていないことに気づく。つまり、この
城はこの丘の頂の形に合わせて設計されたのではなく、他のどこか
からここに移されたのではないか、ということだ。

噴水
　城の廃墟の一角には小さな噴水がある。英雄たちがこれを調べた
とき、以下の文章を読み上げること：

　この石造の噴水は植物に完全に覆われてはいない唯一の人工物だ。
事実、この噴水がコケやカビに侵されていないのはひどく目立つ。
噴水のどこにも、植物による損傷はない。

　この噴水には、現時点で城の中庭に存在する、ただ一つの本当の危
険が隠れている。2体のオーカー・ジェリー（黄褐色のゼリー）が噴
水の貯水槽に棲み着いているのだ。オーカー・ジェリーは周囲に生
き物が近づく（噴水から5マス以内）と、餌を食べに突如出現する。英
雄たちが、噴水がきれいなままに保たれている理由を確かめようと
するなら〈地下探険〉判定を行なわせること。また、オーカー・ジェ
リーに気づくかどうか〈知覚〉判定を行なわせること。プレイヤーが
何のチェックもしたいと言わなかった場合、少々間を置いてから「噴
水のオーカー･ジェリー」の遭遇に進むこと。

Start 
Area

J

J
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遭遇レベル2 (600XP)

セットアップ
オーカー・ジェリー(J) 2体

　噴水の中庭のウーズどもは今のところは池の中に棲んでいる。英
雄たちが池に近づいたら、〈知覚〉判定をさせること。

　判定の結果、19以上をロールした英雄がいたら、以下の文章を読み
上げること：

　噴水の周辺を調べると、腐食の跡と琥珀色の粘液の跡があること
に気づく。噴水から、ジュルジュルという音がする。ほんの何歩か
後ずさった時には、2体の膨れ上がったゼラチン状の球体が噴水の
水盤を満たし、波打ちながら中庭の草の上に溢れ出てくる。

　〈知覚〉判定で19以上をロールした英雄がいないのなら、オー
カー・ジェリーはパーティの不意を討つ。

　オーカー・ジェリーに不意を討たれたら、以下の文章を読み上げるこ
と：

　噴水の周辺を調べていた君たちが、わずかに気を抜いて別の方向
に視線を向けたその時！　突然、噴水からジュルジュルという音が
した。目の隅に、噴水の水盤に何か黄色がかった透明な汚水が滴り
落ちているのが映る。遅まきながら今、君たちはスライムが近づい
て来るのに気づいたのだ。

戦術
　オーカー・ジェリーどもは飢えている。本能に支配され、特定の
相手への悪意もなくパーティを襲う。オーカー・ジェリーがどのキャ
ラクターを攻撃するべきか迷ったら、ランダムに決定するためにダ
イスを振ること。
　オーカー・ジェリーが小さく分裂したら、それらは飢えに駆り立
てられつつも学習する。小さなオーカー･ジェリーは食らうことに
貪欲であり、英雄のうち1人を引きずり倒すために散開する。

このエリアの情報
　照明：英雄達が探索を始める頃には、太陽は沈み始め、地上には長
い影が落ちている。東の壁に沿ったマス目は “薄暗い”。それ以外の
場所は“明るい”。
　噴水：噴水は “移動困難な地形” である。強制移動によって噴水の
中に移動させられたクリーチャーは、セーヴィング・スローを行なっ
て成功しなければ転倒する。
　城壁：廃墟と化した城壁はよじ登れるくらいには分厚い。城壁の
高さは10フィートあり、登るためには難易度12の〈運動〉判定が必要
である。

宝物
　噴水を捜索して難易度12の〈知覚〉判定に成功したキャラクター
は、以前の犠牲者が残した価値ある品を発見する。噴水から宝物を
取り出すには難易度19の〈運動〉判定が必要である。アイテムが取り
除かれると、地下の貯水池から水を引いて噴水を再び使用できるよ
うになる。これは入植者にとっては嬉しい贈り物だ。
　宝物表で1回ロールして、英雄達が何を発見したのかを決定するこ
と。これを発見したパーティは、セッション終了時に追加で100XP
を獲得する。

オーカー・ジェリー（J）2 体 レベル 3　精鋭　暴れ役
大型・自然・野獣（ウーズ、盲目）	 XP 各 300
hp：102；重傷値：51 イニシアチブ：±0
AC15；頑健16、反応14、意志14 〈知覚〉＋2
移動速度4、登攀4 擬似視覚5
完全耐性：［凝視］効果、盲目状態；抵抗：［酸］5
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
ウーズ

　ウーズは“無理矢理入り込む”際、半分の移動速度ではなく通常通りの移動
速度で移動でき、攻撃ロールへの−5ペナルティも受けず、戦術的優位を与え
ることもない

標準アクション
m スラム／叩きつけ［酸］F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋1ダメージおよび継続的［酸］ダメージ5（セーヴ・終了）。

移動アクション
フローイング・フォーム／流動形態F無限回
効果：オーカー・ジェリーは4マスのシフトを行なう。

トリガー型アクション
スプリット／分裂F遭遇毎
トリガー：このオーカー・ジェリーが重傷になる。
効果（アクション不要）：このオーカー・ジェリーは2体のクリーチャーに分裂す
る。分裂後の個体は、それぞれが分裂前のヒット・ポイントの半分に等しい
値のヒット・ポイントを有する。分裂前にオーカー・ジェリーが受けていた効
果は1体目にのみ適用され続け、2体目には適用されない。

【筋】13（＋2） 【敏】8（±0） 【判】12（＋2）
【耐】11（＋1） 【知】1（−4） 【魅】1（−4）
属性：無属性 言語：—

さらなる展開
　遭遇の後で、キャラクターたちには満足するまで探索を続けさせ
てよい。もうこれ以上の危険がないことを確認したら、キャラバン
に戻ってスプリンターシールドにゴーサインを出すことができる。
ファルディラは彼らに近づき、遭遇したクリーチャーについてもっ
と知りたがる（彼女はそのウーズについていくつかの専門的な質問
をしながらノートを取る）。冒険者たちは中央塔の礎石や墓石でみ
つけた碑文を彼女に見せたがるかもしれない。彼女は、引き換えに
インヴァネス城について自分の持っていない何らかの情報を欲しい
と提案する。とはいうものの、彼女はこれらの名前について何の知
識もないのだが。

噴水を無視されたら
　英雄たちが城の廃墟をしらみつぶしに探険しなかった場合でも、
このセッションで戦闘遭遇をプレイすることはできる。セッション2の
遭遇のひとつを使い、ゴブリンかドレイクに、キャラバンに報告に戻る
パーティを襲わせよう。
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セッション4：城内へ
　キャラバンがインヴァネス城へ近づく準備をしている間に、英雄
たちはオーカー・ジェリーとの戦闘から回復する機会を得る。セッ
ションの開始時に、以下の文章を読み上げること：

　太陽がちょうど地平線の向こうに沈もうという時、スプリンター
シールド師は先頭に立って城へと近づきはじめる。キャラバンは廃
墟の基部へとゆっくりと近づき、斜面を登り、門を抜け、そうして城
壁の中の安全な場所へと入ってゆく。まもなく日が暮れ、松明に明
かりが点される。これまでの行程は過酷なものだったが、入植者た
ちは意気軒昂で、君たちの助力に感謝している。

　キャラクターたちに、ファルディラ、スプリンターシールド師、そ
してマルグラムと会話する機会を与えること。また、入植者たちが
荷物を降ろすのを手伝うこともできる。ほどなくして、中央の塔の
残骸の基部近くにいた入植者たちの間から金切り声が上がる。以下
の文章を読み上げること：

　突然叫び声が響き渡り、野営地が一気に静まりかえる。声のした
方をいっせいに振り向き、不安げにそちらを見遣った目にぞっとす
るような光景が映る。かつては中央塔の基部であった崩れた丸い石
組みが揺れ動き、歪んでゆく。君たちの目の前で堂々たる塔がまる
で幽霊のように現れる—半透明だが、しかし傷ひとつない塔がそ
の基部から伸びてゆくのだ。塔の幻影が完全な高さまで伸び上がっ
てしまうと、それは実体化する。わずか数秒のうちに、インヴァネス
城の中央塔は—それが建設された当時の如く全く現実のものとし
て—かつてあった場所に鎮座するのだ。

　インヴァネスの幽霊塔を外側から調べようと
する冒険者は、特に害や報復を受けることもな
く調査ができる。キャラバンの残りの人員は、
突然現れた塔の姿に当惑しながら立ち尽くして
いる。もし英雄たちが行動しないのなら、勇敢
なものがひとり塔に近づいて触れ、それが完全
にしっかりとした物体で、何の変哲もなく見え
ることを示す。奇妙なことに、塔には出入り口
らしきものは見あたらない。
　英雄たちが塔の調査にあまり夢中にならない
うちに、スプリンターシールド師は侍僧たちを
あちこちに走らせ、師がすぐに浄化の儀式を始
めようとしていると触れ回らせる。

浄化の儀式
遭遇レベル3（850XP）

セットアップ
つかみかかるゾンビ（Z） 3体
ぽんこつスケルトン（S） 22体

　怯えた入植者たちは塔周辺のちょうど真ん中あたりに身を寄せ
合って立っており、スプリンターシールド師の侍僧たちは城の廃墟
のそこここに散らばっている。

　儀式が始まったら、以下の文章を読み上げること：

　スプリンターシールド師は城の廃墟の正門近くに位置を占める。
壁の周囲に円陣を描いて散らばった12名の侍僧たちとともに、師は
この場所を浄化し、また町を邪悪から守るための儀式を開始する。
数瞬のうちに、廃墟の中に聞こえるものは司祭とその侍僧たちの詠
唱、不安げな入植者たちの囁き、そして城壁に叩きつける薄気味悪い
風音ばかりとなる。
　が、数分もしないうちにスプリンターシールド師が警告の叫びを
上げ、儀式は中断される。城の入り口へと続く道を、動く骸骨が何体
も、そして腐った死体までもがいくつかやってくるのだ。城の内部
で守りを固めるものたちに助けを求めた後、スプリンターシールド
師は儀式を再開する。
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へ　この時点で、冒険者たちもまた、さらなるアンデッド・クリー
チャーが他の侍僧たちめがけて丘を這い上がってくるのに気づく。
マルグラムは部下たちに、そいつらに向かって火矢を射かけるよう
に命じており、よって正門のスプリンターシールド師に迫るモンス
ターどものみ、敵対すべきものがない状態である。
　クレリック目指して進むアンデッドどもは、どうやら儀式の妨害
をたくらんでいるようだ。英雄たちは6ラウンドの間スプリンター
シールド師を守り抜かねばならない。そうすれば彼は儀式を完成さ
せ、このあたり一帯にアンデッドに対する守りを施すことができる。

地の底より
　この遭遇は、4体のスケルトンが城に向かって進んでくるところ
から開始する。彼らはイニシアチブカウント15で行動する。戦闘が
進行するにつれ、より多くのスケルトンが現れ、最初にスケルトンた
ちがいた場所から最も近い何ものにも占められていないマス目の地
面から這い出してくる。
　第2ラウンド：イニシアチブカウント15の時点で、さらに4体のス
ケルトンが現れ、ターンを開始する。
　第4ラウンド：イニシアチブカウント15の時点で、さらに6体のス
ケルトンが現れ、ターンを開始する。
　第6ラウンド：イニシアチブカウント15の時点で、さらに8体のス
ケルトンが現れ、ターンを開始する。

戦術
　儀式の執行者を襲うアンデッドどもは本能的な飢えに衝き動かさ
れており、何を考えるということもなく、ただ殺し、喰らおうとする。
彼らは血の臭いを感じるとより凶暴化するので、重傷になったキャ
ラクターに殺到する。

このエリアの情報
　照明：このエリア一帯は松明で照らし出されているため、“明るい”。
　岩：これらのマス目は “移動困難な地形” である。ただし、これら
の岩は遮蔽を提供するほど高くはない。
　斜面：これらのマス目は “移動困難な地形” である。これらのマス
目のどれかに入ったクリーチャーすべては難易度12の〈軽業〉判定
に成功せねばならず、失敗すれば伏せ状態になる。
　樹木：樹木の高さは30フィート（約12m）で、登るには難易度12の

〈運動〉判定を要する。樹木は部分遮蔽を提供する。

さらなる展開
　第6ラウンドが完全に終了すると、儀式も完成する。明るい光が執
行の輪の中から迸り、丘の頂上から雷鳴のような音が轟く。残って
いたアンデッドは即座に崩れ去る。しかし幽霊塔は傷ひとつないま
まそこに存在し続ける。

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）	 XP100
hp：33；重傷値：16 イニシアチブ：−1
AC13；頑健14、反応11、意志11 〈知覚〉−1
移動速度4 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；脆弱性：［光輝］5
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、即座にこのゾンビのヒット・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、目標がつかまれているなら1d12＋8ダメージ。

M ゾンビ・グラブ／ゾンビのつかみ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、目標をつかむ（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）
【耐】13（＋1） 【知】1（−5） 【魅】3（−4）
属性：無属性 言語：—

ぽんこつスケルトン（S）22 体 レベル 1　雑魚　遊撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）	 XP25
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
AC16；頑健13、反応14、意志13 〈知覚〉＋2
移動速度：6 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10
標準アクション
m ロングソード［武器］F無限回
効果：このスケルトンは攻撃の前に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。

【筋】15（＋2） 【敏】17（＋3） 【判】14（＋2）
【耐】13（＋1） 【知】3（−4） 【魅】3（−4）
属性：無属性 言語：—
装備品：ロングソード
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サラザール・ヴラディストンの 
幽霊
　英雄たちはアンデッドとの戦いで疲れた身体を休めながら、浄化
の儀式が望んだとおりの効果を上げているのを見る。インヴァネス
城の城壁にこびりついていた、何かが出そうな空恐ろしい雰囲気は
消え失せている。城門をくぐるとき、しかし何やら奇妙な違和感が
やはり冒険者たちを襲うのだが—とはいえ、今や清らかな空気が
丘の上の廃墟を包んでいるのである。 
　スプリンターシールド師とマルグラムは、儀式の完遂のために英
雄たちが尽力したことに対してそれぞれに感謝する。マルグラムは
明らかに、英雄たちをより尊敬するようになったふうである。彼は
英雄たちを、護衛隊長である自分と同格の立派な戦士とみなす。そ
れどころか、武勇の腕前を見せた冒険者に対しては、一歩退いてその
意見に従うようになるかもしれない。
　スプリンターシールド師は英雄たちに、浄化の儀式は充分に強い
から、どんなアンデッドでも跳ね返せる、さすがにドラコリッチとも
なれば話は別だがと言う。また、悪霊やデーモン、デヴィルに対して
も守りとして働くとも言う。なぜ幽霊塔が相変わらず見えている（そ
して存在している）のかは謎のままだが、ともあれ今となっては、そ
れはたいした害にもならないだろうと彼は判断している。塔が差し
迫った危険をもたらすのであれば浄化の儀式は塔を排除しただろう
し、さもなければ—儀式の強さが不十分であれば—儀式は完成
しなかったであろうから。
　英雄たちとスプリンターシールド師、それにマルグラムとの間の
会話が一段落したところで、正門の見張りの1人が叫び声を上げる。

　「マルグラム！　スプリンターシールドさま！　門まで来て下さ
い、早く、早く！」

　正門前に到着した一行は、奇妙な光景に出くわす。インヴァネス
城へ続く道を人影がひとつやってくる。ややあって、それは武装し
た戦士の姿だとわかる—古めかしい作りの鎧に身を包み、紋章の
ついた盾を手にしている。それからして奇妙なのだが、もっとも奇
怪なのはその戦士が半ば透けていること—つまり彼は何らかの亡
霊なのだ。キャラクターたちが正門前に到着したら、以下の文章を
読み上げること：

　その幽霊めいた兵士は道をやってきたが、儀式が行なわれた場所
のすぐ手前で立ち止まる。亡霊はすぐ前の地面を見回す—まるで
誰にも見えない障壁を検分するかのように。そうして顔を上げ、城
に向かって、この世のものとも思えぬきしむような声で叫ぶ—そ
の声は廃墟じゅうにこだまする。
　「このサラザール・ヴラディストンの行く手を阻むは何ものだ？
何の権限あって貴様らは我を我が聖所から遠ざける？　この侮辱に
責あるものを我が前に差し出せ、されば我はその者を殺してこの呪
文を打ち破ろうから」

　幽霊戦士を恐れるふうもなく、スプリンターシールド師は進み出
る—とはいえ、浄化の儀式の範囲内には止まり続けるのだが—
そしてその亡霊めいた人物と交渉を試みる。英雄たちが自発的に一
緒に進み出ないようなら、スプリンターシールド師は彼らを手招き、
口添えしてほしいと頼む。師の幽霊に関する経験は、比較的穏やか
な部類に属するハンマーファストの亡霊たちに限られているのであ
る。
　サラザール・ヴラディストンの亡霊は、戦闘で対決するなり、ある
いは浄化の儀式を取り払ってインヴァネス城の廃墟から立ち去るな
りしろとスプリンターシールド師に対して言いつのる。もちろん師
はそのどちらも拒絶する。儀式は充分に機能していると見込んだク
レリックは、ヴラディストンの亡霊のいかなる要求もはねつける。
　インヴァネス城から立ち去れという要求には、ここに新たな町を
作ることこそがモラディンの御意志であるといってはねつける。ス
プリンターシールド師は、亡霊の脅威などいかほどのものでもない
と信じており、逆にインヴァネスのみならずこの周辺一帯をすべて
浄化してやるといって脅し返すのだ。
　この場面のロールプレイは、英雄たちにヴラディストンの人とな
り、彼の動機、そしてインヴァネス城の過去について寄り多くの情報
を与えるよいチャンスとなる。この遭遇のロールプレイを通して、
英雄たちは以下の情報の断片のいくつか、あるいはすべてを知る。

NPCのプロフィール： 
サラザール・ヴラディストン 

　サラザール・ヴラディストンはインヴァネス城周辺一帯に出没する
貴族の亡霊である。彼の過去に関する真実は、本シーズンの後期
に明らかになる。
　重要な特徴：苦しんでいる、誇り高い、非情。ヴラディストンは脇
目もふらずに自分の目標を追い求めており、彼の前に立ちふさがるも
のを一顧だにしない。
　目標：ヴラディストンの最初の目標はスプリンターシールド師を説
き伏せてインヴァネス城を諦めさせることである。続く遭遇では、こ
の亡霊の目標は妻の墓所から自分を遠ざけた者たちに対する復讐
へと変わっている。
　動機：ヴラディストンはスプリンターシールド師と他の入植者たち
に対して怒っている。儀式によって妻の墓所から遠ざけられたとき、
彼の内部にくすぶる憤怒に火がついたのだ。
　恐れていること：ヴラディストンは亡霊である以上、恐れるものは
ほとんどない。しかし妻の亡骸やその墓所の安寧に関しては、ひと
かたならぬこだわりを見せる。
　弱点：ヴラディストンは過去の亡霊であり、最近のネンティア谷の
ことはほとんど知らない—彼はその死後の生のほとんどを妻の墓
所で送ってきたのだ。妻の墓所が脅かされると、彼は軽挙妄動に走
る。
　癖と身体的特徴：ヴラディストンはアンデッドではあるが、生きて
いるクリーチャーと同様に多くの癖を持っている。彼は丈高く威風
堂 と々しており、いかにも騎士めいた姿をしている。彼は武器の扱い
に長けた古強者として、無駄のない恐るべき動きをする。最後に、彼
は怒りに燃えているときでさえ、騎士道精神と名誉に則って振る舞
う。
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ヴラディストンの過去
F ヴラディストンの亡霊は、自分はかつてネンティア谷に大きな影

響力を持つ英雄であった—しろがね団の指揮官だったのだと
言う。しかし “しろがね団” の名を知るものはキャラバンの中に
は誰もいない。難易度19の〈歴史〉判定に成功したキャラクター
は、60年ほど前このあたり一帯で活躍した冒険者集団として“し
ろがね団”の名を思い出すが、彼らが何をしたかは定かではない。

F 英雄たちの気が利いていれば、城の廃墟の内側にあった墓碑銘の
ひとつにオルディヴィヤ・ヴラディストンとあったことを思い
出すだろう。彼らがその名を口にしたなら、サラザールの亡霊
は語気を荒げ、貴様らの穢れた舌でその名を穢すなと居丈高に言
う。彼らがさらに情報を求めたなら、彼は、オルディヴィヤは自
分の妻であると認める。彼女はインヴァネス城の墓所に埋葬さ
れたが、サラザール自身の墓所はここから遠く離れている。彼
は彼女の墓に通うために遠くからやってこなければならないの
だが、浄化の儀式は彼が妻の墓に通うことを不可能にしてしまっ
たのだ。

幽霊塔 
F ヴラディストンの亡霊は、インヴァネス城の廃墟を“幽霊塔”と呼

ぶ。彼はこの塔がこの世界に現れた後に、ここにやってきたの
だそうだ。このことについて、彼はそれ以上話そうとはしない。

F ヴラディストンとかつてのその盟友たちはかつて、武装してこの
インヴァネスの幽霊塔に入ったのだと彼は言う。現在どうすれ
ばこの塔に入れるかと言うことに関しては、彼は何も知らな
い—ともかく彼は塔の中に入り、そのときには開口部があっ
たのだ。難易度19の〈看破〉判定に成功したキャラクターは、何
故幽霊塔の入り口がなくなってしまったのかとヴラディストン
がいぶかしんでいるということがわかる。実のところ、幽霊塔は、
その中から持ち去られたとある品物が戻るのを待っているので
ある。その聖遺物については、このアドベンチャーの最終章で
非常に重要なものとして取り上げることになる。

ヴラディストンの脅し
F スプリンターシールド師が自分の命令に従わないなら、結局は同

じことになるのだぞとヴラディストンは警告する。亡霊は自分
の目標を曲げようとはしないし、さらにさっさと従わなかった
罰として、キャラバンを破壊し人員すべての命を奪う、と。スプ
リンターシールド師は、相手が何を言おうとこけおどしにすぎな
いと信じており、同じだけのことを言い返す。自分たちは既に邪
魔をしたアンデッドどもを浄化の儀式で一掃しており、ヴラディ
ストンにはこの防壁を破るだけの力などないではないかと彼は
指摘する。

F 英雄たちが脅しに乗らないと見ると、ヴラディストンは今度は、
幽霊塔にはその近くにいるものをすべて殺してしまう恐るべき
魔法の聖遺物が眠っているのだと警告する。彼はそれを “魂の宝
玉” と呼び、それは生きているクリーチャーの身体から魂をはぎ
取り、自分のような亡霊に変えてしまうのだと言う。

さらなる展開
　英雄たちがサラザール・ヴラディストンの亡霊に物理的な攻撃を
加えようとしても、彼を傷つけることはできない。キャラクターの
誰かがアンデッドを目標としたり、[光輝]ダメージを与えたりする
パワーを使用しようとしたなら、彼の姿は消え失せる。が、彼の声は
残り、警告を発し続ける。
　キャラクターたちがヴラディストンを攻撃しようとしなかった場
合でも、一方的な演説や、そうでなくて話しているばかりではそろそ
ろ飽きが来る。会話の適切な時点を見計らい、サラザールはきびす
を返して立ち去るが、去り際に謎めいた警告を残してゆく：

　「貴様らが今夜拒んだのは悩み苦しむ魂ひとつ。が、亡霊軍団に対
してはいかに振る舞うか、とくと見せてもらおうではないか」

報酬
　サラザール・ヴラディストンと話し、彼と幽霊塔について情報を
得たことで、パーティは400〜600XPを追加で獲得する。
　スプリンターシールド師も、アンデッドに対応する際に助けてく
れた謝礼として、魔法のアイテムを2つくれる。宝物表を2回ロール
し、彼が何をくれたか決定すること。
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第2章
　さて、『亡霊軍団の進撃』第2章の開始である。各キャラクターは
大休憩を取り、最大値のヒット・ポイントと回復力、1点のアクショ
ン・ポイントを持ち、またすべての［一日毎］パワーが使用できる状
態となっている。

セッション5：奈落の疫病
　本シーズンの第2章は、英雄たちが新しく建設されたインヴァネス
の村で快適に暮らしているところから始まる。幕開きとして以下の
文章を読み上げること：

　ネンティア谷に冬がやって来ていた。分厚く積もった雪はイン
ヴァネス周辺の野山を、静かに白く覆っていた。古城インヴァネス
の廃墟に新たな村を建設するのを君たちが手伝ってから6ヶ月、入植
者たちは家や仕事場を建て、周囲の谷間に畑を作り、ハンマーファス
トへ向かって北側へと街道を延ばし始めていた。入植者たちの懸命
な労働と、そしてハーケンウォルドの村が南側へも交易の範囲を広
げてくれたことで、かつては崩れた石組みでしかなかった場所はイ
ンヴァネス村として賑やかに富み栄えていた。そうして幽霊塔はと
いうと、中へ入り込もうとありとあらゆる試みがなされたにもかか
わらず、いまだ手つかずのまま、そこに存在しつづけていた。

　この時点で、プレイヤーたちに彼らの英雄たちがここ4ヶ月という
もの何をしていたか、説明する機会を与えること。この数ヶ月、襲っ
てくるモンスターを撃退していたものもいるだろうし、ハーケン森
からやってくるゴブリンどもから町を守ろうとパトロールをしてい
たものもいるだろうし、あるいはインヴァネスとハンマーファスト
間で物資を運ぶキャラバンの護衛をしていたというものもいるだろ
う。新規のプレイヤーについては、冬の雪のために平原を抜ける北
方への道の通行が困難となる、その少し前にインヴァネスにやって
きた新参者ということにするのもよい。
　この数ヶ月、何をしていたかと言うことに関する話が一段落して
しまったら、以下の文章を読み上げること：

　インヴァネスの1日の終わり。商店は鎧戸を下ろし、農民たちは居
酒屋で夕べを過ごすために村へ戻って来始める。君たちも同様に居
酒屋へ向かう。
　居酒屋はいつものごとく混み合っている。暖炉では火が音を立て、
呑み助たちはさっさと重い外套を脱ぐ。店内は暖かく、そして陽気
な雰囲気も加わって、客たちの顔には赤みが差している。
　すっかり顔なじみになった村人たちと挨拶を交わした後、君たち
はウィザードのファルディラの姿を見つける。彼女はこの数ヶ月と
いうもの、幽霊塔の中に何とか入り込もうとして、その研究に日々を
費やしていた。成果は何ひとつなかったのだが。

　英雄たちが食事をしていると、ファルディラは同席してもよいか
と尋ねてくる。どうぞと言われたなら、彼女は英雄たちのテーブル
に静かに同席し、根菜のシチューをゆっくりと口に運ぶ。この根菜
類は、町ができてすぐに町を訪れ、そしてまた戻っていったエルフの
使節団が持ってきてくれたものだ。ウィザードは他の人々が会話を
するに任せている。彼女は疲れて、そして少しばかり苛立っている。
　食事の間に、冒険者たちはふと近くのテーブルでの会話を耳にす
る。森番たちが数名—キャラクターたちの記憶では、キャラバン
で一緒にやってきたマルグラムの斥候たちでもある—が、ハーケ
ン森で奇妙なことが起きていると話しているのだ。特に、最近動物
の死骸がやたらと見つかるということに彼らは言及する。そしてそ
の死骸には、ことごとく病気の兆候が見て取れるというのだ—身
体が奇怪に崩れていたり、あるいは腫れていたりする、と。
　斥候たちの会話に加わるのなら、英雄たちは以下の事実を知るこ
とができる（また、さらなる事実を明らかにするために、技能判定を
することも可能になる）。
F 死んだクリーチャーには目立った外傷はない—皮膚を突き

破って生えている奇怪な結晶体以外には。その赤い結晶体には
金色の小片が含まれている。〈治療〉（難易度13）：キャラクターは、
そんな症状を呈する自然な病気は存在しないことを知っている。

F 数日前、ある猟師が病気にかかった鹿らしきものに襲われた。そ
の鹿の身体を調べたところ、そこにも例の病気と同じ “病変” が
あった。〈自然〉（難易度9）：鹿が人を襲うなど、完全に何かおか
しい。鹿は臆病な動物で、人間のそばに近寄ることさえ稀だ。

F 6日前の夜のこと、ある罠師が、インヴァネスへ戻る途中で、宙に
浮いたいくつもの光が森を抜けていくのを目撃した。その光は
森の奥深くの1点に集まったかと思うと、ふっと消えた。〈魔法
学〉（難易度13）：その光は、ウィル・オー・ウィスプか幽霊か、
それともフェイの魔法か、ともあれ何らかの異なった次元界の
ものが“漏れ出て”きている兆候である。

インヴァネスに死が訪れて
　英雄たちが森番たちからすっかり情報を集めてしまうと、居酒屋
の扉が乱暴に開いてスプリンターシールド師が入ってくる。師は心
配そうに眉をひそめている。以下の文章を読み上げること：

　スプリンターシールド師が入って来た瞬間、全員が扉の方に目を
向ける。師はせわしなく目をしばたたかせ、そして君たちのテーブ
ルに目を留める。彼はまっすぐにこちらにやってくると、ファルディ
ラに話しかけるが、その言葉は君たち全員に向けられたものだ。「一
緒に来て、直にその目で確かめてもらった方がいいだろう。偵察に
やったものが戻ってきたが、酷いことになっている」

　ファルディラは冒険者たちへ心配そうに目配せすると、すっと立
ち上がり、スプリンターシールド師について歩き出す。町の門へと
向かう間、スプリンターシールド師は何を訊かれても答えようとは
せず、厳しい表情を崩さない。英雄たちが村の入り口へと向かう途
中で、凍てつく冬の月光になにやらもの凄まじく照り映える幽霊塔
が目に映る。今までにないほど不吉に、塔は彼らの上に聳え立って
いる。
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　英雄たちを連れたスプリンターシールド師は、村の中央でついに
足を止める。そこにはマルグラムと、そして地面に横たえられた複
数の亡骸—キャラクターたちが到着したら、以下の文章を読み上
げること：

　男性の亡骸が6体、2列にきちんと並べて横たえられている。亡骸
はひとつ残らず、無数の赤い結晶が皮膚を破って飛び出している。
それ以外には変わったところはない。
　町の衛兵隊長、ハーフオークのマルグラムは、君たちが近づいてい
く間中、亡骸の上にかがみ込んでいる「こんな代物、俺は今まで見た
こともない。この連中に何がおきたか、あんたらの誰かが教えてく
れるんじゃないかと期待してるんだが」

　マルグラムは英雄たちとファルディラに、この6人の森番たちは、
森で木を切り倒している12人かそこら（正確な人数については、
パーティーの人数やこの後の遭遇のレベル調整の必要に応じて決定
すること）の一団の一部なのだという。彼らは今朝、荷馬車を連れて
出発した。そして15分ほど前、この6人の森番たちが村の門へと転
がり込んできたかと思うと、浄化の儀式によって作られた障壁のぎ
りぎり内側でくずおれたのだという。
　冒険者たちが亡骸を検分したなら、適切な技能判定を行なうこと
で、以下の事実を知ることができる。
　〈治療〉（難易度13）：森番たちは傷によって死んでいる。亡骸に
は毒やその他の、死の原因となりうる何かの兆候はない。
　〈魔法学〉（難易度13）：傷や結晶体は魔法のものだが、今のところ
その魔法は不活性の状態である—ここからは魔法の力は何も感じ
られない。また、彼らが死んだ時に、この傷を生じさせた何かも死ぬ
か消えるかしてしまったのではないかと推測できる。
　また、英雄たちの誰かが最初に亡骸を調べたようと近づいたとき、
その亡骸は目を開ける—どうやら完全に死にきってはいなかった
らしい。その男は自分を調べている冒険者をぎゅっとつかみ、そう
してしわがれた弱い声で途切れ途切れに言う。

　「森の魔物……疫病……水、飲んだ……他の連中、きっとまだ生き
てる……」

　そう言いながらもその森番の身体からは力が抜け、そうして死ぬ。
スプリンターシールド師は聞こえるか聞こえないかの声で祈りを捧
げ、ファルディラは何とか感情を落ち着かせようとしながら、口を
覆って顔を背ける。感情が昂ぶって弓に矢をつがえていたマルグラ
ムは、背中の矢筒に矢を戻す。
　英雄たちが自分から言い出さなければ、マルグラムは彼らに、これ
から捜索隊を出すからそのひとつとして森に入り、残りの森番たち
を探してきてくれと頼む。彼は衛兵を呼び集めると、その仕事を言
いつける。ファルディラはインヴァネスに止まり、彼女の巻物や書
物の山のどこかに、森番たちを殺したのが何なのかを示唆するもの
がないかと調べることになる。
　スプリンターシールド師も、捜索隊のひとつに同行すると言い出
す。マルグラムは大声を上げて反対し、この村の安全を保っている
守りの儀式はあんたの生命ひとつにかかっているのだぞと言い立て
る。スプリンターシールド師はそれでも納得しない「じゃあこの私に、
この忌まわしい災厄が猛威をふるっているのを無視して壁の後ろで
震えていろとでも？　とんでもない！」

　マルグラムは英雄たちに向かい、司祭どのから離れるな、森番が見
つかろうと見つかるまいと、司祭だけは生きたまま連れ帰れと強く
言う。
　インヴァネス周辺には水源はいくつかある。スプリンターシール
ド師は、森の東の方を探そう、そこには泉が湧いて池になっているの
がいくつもあるからと言う。マルグラム直轄の捜索隊は、流れや別
の方向にある池を調べるという。
　報酬：セッション終了時に、パーティーは “奈落の疫病” について
調べ、その原因を見いだす手伝いをしたことに対して、追加で600〜
800XPを得る。
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行方不明の森番たち
遭遇レベル2（625XP）

セットアップ
疫病にかかった森番（F） 5体
スプリンターシールド師（B）

　スプリンターシールド師は東へ向かい、冒険者たちも彼について
歩いて行く。

　一団が森に入ったら、以下の文章を読み上げること：

　冬の夜更けだというのに、ハーケン森はざわめき活動している。
夜行性の鳥たちが木から木へと羽ばたく。風は地面に落ちた枯れ葉
を吹き散らし、そのざわめきのような音は途切れることがない。満
月が煌々と照り輝き、雪の上に長い不吉な影を落としている。そう
して最も深い影の中に届く光といえば、君たちの手にした松明の放
つ瞬きばかり。

　冒険者たちは、行方不明の森番たちを探すのに技能判定を試みる
ことができる。その結果がどうあれ、英雄たちは最終的に森番たち
と出くわすことになる。とはいえ、以下の技能をうまく使って成功
させたなら、遭遇をこなす際に相応の利益を得ることができる。以
下に示す利益を使用するか、あるいは君が自分で利益を設定しても
よい。個々のキャラクターは、1種類の技能判定の試みを1回ずつし
か行なうことはできない（ただし、別の技能について判定を行なうこ
とはできる）。
　〈看破〉（難易度21）：キャラクターは森の中のリズムやサイクル
の小さな変化にも気づく—夜行性の動物たちが突然静まりかえっ
たのにも。突然の静寂により、パーティーに危険が近づいていると
わかる。このキャラクターは次の遭遇（訳注：本セッションでこれ
から起こる遭遇のこと。以下同様）の終了時まで、すべての防御値に
＋1のボーナスを得る。なぜなら、そのキャラクターは遭遇に対して
身構えているからである。
　〈自然〉（難易度21）：キャラクターは森番たちの足跡を見分け、戦
いに有利な場所まで森の中を動いてゆくことができる。有利な地歩
を得られることで、このキャラクターは次の遭遇の終了時まで、攻撃
ロールに＋1のボーナスを得る。
　〈知覚〉（難易度21）：キャラクターは近くの木立から奇妙な結晶
体が生えているのを見つけ、森番たちが近くにいるとパーティーに
警告することができる。このキャラクターは来るべき戦いに神経を
研ぎ澄ましているため、一時的ヒット・ポイント5を得た状態で遭遇
を開始する。

犠牲者たちを連れ帰る
　英雄たちが疫病にかかった森番たちを1人あるいは複数名気絶
させたなら、彼らはその森番たちをインヴァネスに連れ帰ろうとするこ
とができる。それは困難な仕事で、そして森番たちが治るのかどうか、
英雄たちに知るすべはない。実のところ、奈落の疫病は不治の病で、
村に連れ帰された森番たちはすぐに死ぬか、あるいは怪物じみたク
リーチャーと化して結局は打ち倒さざるを得なくなる。

　英雄たちが捜索に資するべくその技能を試し終わった後、彼らは
開けた場所で森番たちと遭遇する。

　英雄たちが空き地に到着したら、以下の文章を読み上げること：

　森が少しばかり途切れたところに、人影が6つ見える。彼らの衣服
はずたずたになっているが、確かにインヴァネスの住民のものだ。
空き地を取り囲む裸の木々が、一瞬彼らの姿を君たちの視界から隠
す。再び視界が開けたとき、彼らはもっと近くにいて、そうして君た
ちは彼らが、この夕方、インヴァネスに転がり込んできた人々と同じ
病に冒されている、間違いようのないしるしを目にする。死んだ仲
間たちと違うのは、目の前にいる森番たちはなにやら熱狂的で、気で
も狂ったようで、そして攻撃的だということである。

　森番たち用にイニシアチブをロールする際、彼らを2〜3のグルー
プに分け、戦闘中に彼らのイニシアチブ順が分散するようにするの
もよいだろう。

疫病にかかった森番 (F)5 体 レベル 2　遊撃役
中型・自然・人型	 XP125
hp：37；重傷値：18 イニシアチブ：＋4
AC16；頑健15、反応13、意志12 〈知覚〉±0
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

　戦術的優位を与えているクリーチャーに対しては1d6の追加ダメージを与え
る。

標準アクション
m ハンドアックス（［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：1d6＋5ダメージ。

r スローン・アックス／斧投げ（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d6＋3ダメージ。

移動アクション
ケイオティック・ラーチ／ふらふら歩きF無限回
効果：移動速度の半分のシフトを行なう。

トリガー型のアクション
ヴァリアブル・レジスタンス／選択式抵抗F遭遇毎
トリガー：この森番が、［酸］、［電撃］、［火］、［雷鳴］、［冷気］のいずれかの
種別のダメージを受ける。
効果（フリー・アクション）：この森番はこの遭遇の終了時まで、トリガーを発
生させた種別のダメージに対する抵抗5を得る。

【筋】 18（＋5） 【敏】 17（＋2） 【判】 8（±0）
【耐】 13（＋2） 【知】 6（−1） 【魅】 13（＋2）
属性：混沌にして悪 言語：—
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病スプリンターシールド師 レベル 2　兵士役
中型・自然・人型、ドワーフ	 XP—
hp：40；重傷値：20 イニシアチブ：＋4
AC18；頑健14、反応12、意志15 〈知覚〉＋11
移動速度：5 夜目
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り

　スプリンターシールド師が押しやり、引き寄せ、または横滑りの対象になった
時、その効果が指定したよりも1マス少ないマスだけ強制移動されることを選
べる。

ステディ・フッテッド／揺るがぬ足元
　何らかの攻撃によって伏せ状態にされそうになった際、スプリンターシールド
師は伏せ状態にされることを避けるために1回のセーヴィング・スローを行な
うことができる。

標準アクション
m メイス（［光輝］、［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＋3の［光輝］ダメージ。

M スマイト・フォー／敵を討つ一撃（［光輝］、［武器］）F遭遇毎
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d8＋3の［光輝］ダメージ、目標は伏せ状態になる。

マイナー・アクション
ヒーリング・ワード／癒しの言葉（［回復］）F遭遇毎
効果：近接範囲・爆発5（スプリンターシールド師、または爆発内の味方1体）。
目標は回復力を1回ぶん消費することができ、それによってふだんよりも1d6多
くhpを回復する。

技能：〈交渉〉＋10、〈宗教〉＋6
【筋】 16（＋4） 【敏】 11（＋1） 【判】 18（＋5）
【耐】 13（＋2） 【知】 14（＋3） 【魅】 12（＋2）
属性：秩序にして善 言語：共通語、ドワーフ語
装備：レザー・アーマー、メイス

戦術
　英雄たちにとっては幸運なことに、疫病にかかった森番たちは正
気を失っており、普段なら示すはずの戦術的な能力には一切欠けて
いる。危機感を煽るために、森番たちにはスプリンターシールド師
を1〜2回は攻撃させること。ただし師を殺してはならない。彼には
まだこのアドベンチャーで果たすべき役割が残っている。
　疫病にかかった森番たち：病気の村人たちは奈落の疫病のため、狂
気に陥っている—彼らは好戦的で、また混乱している。ただし、可
能な際には英雄たちを挟撃する程度には知性は残っている。他の連
中から誰か1体が引き離されたなら、引き離されたものは仲間に近づ
けるような作戦を採り始める。

　スプリンターシールド師：スプリンターシールド師はなかなかの戦
士である。彼は前線に出ることをためらいはしない。もし英雄たち
の誰かが傷ついたなら、彼は傷ついた者を癒す。彼は、さもなければ
戦列から外れざるを得ないという時を除き、自分に対して治癒の魔
法を使用する事を拒む。
　今回のシーンで次セッションにおける彼の死の伏線を張るため、
この戦闘で師にはいくぶんかのダメージを必ず負わせておくこと。
そうしておくことで、彼はその後、1回ぶんしかない回復力を消費せ
ざるを得なくなるのである。

このエリアの情報
　照明：“薄暗い”。襲撃が起こるのは夜だが、この一帯は満月に照
らし出されている。
　木々：空き地には、そこらじゅうに小さな裸の木が生えている。
これらの木々はあまりに細くて針金細工じみているので、部分遮蔽
しか提供せず、また移動を妨げることもない。

宝物
　疫病にかかった森番たちの1人が、魔法のアイテムを1つ持ってい
る。宝物表を1回ロールし、その森番が持っていたアイテムは何だっ
たか決定すること。もしキャラクターたちがそれを手に入れるのを
ためらうようであれば、スプリンターシールド師は「それを良いこと
に使えばいい、そうしたらあの森番も無駄死ににはならないから」と
口添えして、それを受け取るように勧めてくれる。

さらなる展開
　英雄たちが小休憩を取っているとき、彼らはスプリンターシール
ド師が目に奇妙な表情を宿して空き地をぐるぐる回っているのに気
づく。この病の原因はどうやら近くにあるようだ、この一帯に“何か
間違った気配” を感じたのだと師は言い張る。自分たちは疫病の原
因を探し出し、今晩のうちに浄化の儀式を行ってそれを消し去って
しまえると彼は信じている。どうか私を手伝ってほしい、と、彼は英
雄たちに厳粛な面持ちで頼み込む。

Start 
AreaB

F
F

F
F F
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セッション6：復讐
　行方不明になっていた森番たちの運命は明らかになってしまった。
そこでスプリンターシールド師は英雄たちに、インヴァネスを襲っ
たこの謎めいた病の原因を探るため、ハーケン森を探索してほしい
と言う。
　森番たちが見つかった場所は、エリアマップの裏面に描かれてい
る。英雄たちは好きなようにこのあたり一帯を探索してよい。パー
ティー一行は様々な場所を探し回った末、最終的にP.28からの遭遇
の切っ掛けとなる、疫病にかかった死体のところに辿り着く。
　報酬：パーティーは、探索すべき6つの場所のうち1つを探索する
毎に、追加で125〜175XPを得る。

A.無傷の森
　英雄たちが探索して回るエリアの周辺には、まったく切り開かれ
ていない森林が散在している。このような場所に最初に彼らが踏み
込んだ際、以下の文章を読み上げること：

　君たちは、木々の密集している場所に出る。春から夏にかけて、こ
のあたりは枝葉が生い茂り、日も射さなかったのだろう。今は木々
はすっかり葉を落とし、月光が煌々と照ってランプや松明の必要も
ないほどだ。おかしな様子はなにもない—君たちがインヴァネス
の森番たちと出会って以来、森じゅうを覆い尽くしている気味の悪
い静寂以外は。静寂を破るのは、君たちの足の下で雪のきしむ音ば
かり。

　さらに調べると、森のこのあたりには疫病の影響は及んでいない
ことがわかる。〈自然〉を修得済みのキャラクターは、このあたりに
は不自然な存在を示す兆候はなにもないことを確認できる（技能判
定は不要）。

B.赤いクレーター
　混沌の魔物の死体（以下のセクションを参照のこと）がこの世界に
最初に出現したのはこの場所である。英雄たちがこの場所に入った
ら、以下の文章を読み上げること：

　この一帯にある木々のほとんどは打ち倒され、凄まじい力で引き
裂かれている。そして破壊された一帯の中央に、土の山が鎮座して
いる。盛り土の中央は窪んでおり、そこにはあの謎めいた疫病が残
したものとそっくりな結晶体がいくつか顔を出している。

　難易度13の〈知覚〉判定に成功した英雄は、このクレーターから何
ものかが引きずり出されていることに気づく—なにやら大きくて
重いものだ。さらに、難易度19の〈魔法学〉判定に成功すれば、クレー
ターの縁になにやら次元のゆがみが存在することがわかる。この現
象が示すのはすなわち、何ものかが別の次元界からこの世界に強制
的に押し出され、その際にクレーターができたのだということであ
る。

C.死んだ熊の洞穴
　ハーケン森にはたくさんの洞穴がある。そしてその洞窟の決して
少なくない数が、熊たちの冬眠の場所となっているのである。英雄
たちが洞窟の入り口にやって来たところで、以下の文章を読み上げ
ること：

　丘の斜面に口を開けた洞窟に近づこうとすると、凄まじい臭いが
君たちの鼻をつく。冬のさなか、寒気で腐敗の速度は抑えられてい
るが、ともあれ中で何かが死んでいるようだ。

　英雄たちがさして深くない洞穴を探索すると、明らかに数日前に
死んだと見られる2頭のブラック・ベアが見つかる。熊たちの身体
には、今やお馴染みとなった結晶体の詰まった傷が口を開けている。
難易度13の〈治療〉判定に成功したキャラクターは、この熊たちは互
いに相手から負わせられた傷によって死んだのだと断定する—ど
うやら彼らは、互いに爪で相手を引き裂こうとしたらしい。
　難易度13の〈知覚〉判定に成功したキャラクターは、この熊たちが
死んで以来、他の動物が洞窟内に入り込んだことはないとわかる。
難易度9の〈自然〉判定を成功させたものは、これはまったくもって不
自然な現象であると認識できる。通常であれば腐肉を喰らうクリー
チャーが、とっくの昔に死体を食べ尽くしてしまっているはずだ。
疫病は他の動物たちを遠ざけ、冒険者たちが発見するまで、熊たちを
そのままにしておいたのである。
　この一帯には、他に感染した植物やクリーチャーがあるような兆
候はほぼ発見できない。熊たちは洞窟の外のどこかで疫病に感染し、
それをこの場所へ持ち込んだのだ。

D.ぬるい水たまり
　英雄たちは氷に覆われた流れに沿って歩いて行き、大きな水たま
りに出る。池のほとんどは氷で覆われているというのに、この水が
ある一帯だけはなにやら奇妙な気配が充ち満ちている。冒険者たち
が到着したら、以下の文章を読み上げること：

　さしわたし20フィート（約6m）もない水たまりが、君たちの前方
の空き地に横たわっている。この冬のさなかともなれば、この程度
の大きさの水たまりは凍り付いてしまうはずだが、ここではわずか
に一部が凍っているばかりである。氷の中に口をあけた大きな裂け
目の下に、黒い水が見える。割れた氷の縁には、赤い結晶体がびっし
りと生え、それ以上氷を張らせまいとしているかのようだ。水面か
らかすかに立ち上る蒸気は、この液体が冬の大気よりも温かいこと
を示している。

　このぬるい水たまりの水こそ、インヴァネスの森番たちが奈落の
疫病にかかった原因である。難易度13の〈知覚〉判定に成功したキャ
ラクターは、森番たちのキャンプの跡を見つけ出すことができる。
ゴミの中に錫製のコップがひとつ混じっており、その中は例の結晶
でびっしり覆われている。難易度13の〈自然〉判定に成功したキャラ
クターは、このあたりを動物が通った形跡がある—特に、結晶に
よって結氷が食い止められている入江の岸部近くに集中しているこ
とに気づく。この周辺の動物たちが、この水たまりから水を飲んだ
後感染したのは明らかである。
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讐　冒険者たちは、病気の原因がこの池の水面下にある

と結論づけるかもしれない。高い【判断力】を持ってい
るか、あるいは〈自然〉を修得済みのキャラクターがい
れば、冬の屋外で濡れることの危険性を指摘できる。
そのキャラクターは、“池に飛び込む前にとりあえず流
れに沿って歩いて行ってみよう”と提案する。

E.損なわれた木々
　森の一部が損なわれている。英雄たちが最初に奈落
の疫病に損なわれた地域に踏み込んだときに、以下の
文章を読み上げること：

　この一帯の木々には感染の兆候が現れている。木々
には同じ結晶の傷が広がっており、その結晶のひとつ
ひとつに金色の欠片がぎっしりと詰まっている。木々
の中にはとりわけ感染の酷いものもある。最も酷いも
のになると、その木の成長が、なにやら奇怪な、混沌に
満ちた方法で歪められてしまったかのように見える。
枝はありとあらゆる方向に伸びくねり、節くれだった
忌まわしい影を雪景色の中にくっきりと落としている。

　ことここに至っては、件の疫病が非常に危険で感染
性が高く、植物にも動物にも同様に感染する代物であ
るということがプレイヤーたちにも明らかになるだろ
う。難易度13の〈自然〉判定に成功したキャラクターは、
どの木が感染してどの木が無傷かということに、明ら
かな法則性は見いだせないということを理解する。こ
の不規則性から、この疫病は空気感染するものではな
く、感染した宿主との接触によって広がっていくもの
であることが示唆される。目標値より5以上高い値で
判定を成功させた英雄はだれでも、結晶体の成長に
伴って生じる樹木の不自然な生育パターンは、樹木自
身の生存を脅かすものであることに気づく。

F.疫病にかかった死体
　英雄たちがぬるい水たまりから凍った流れをさかのぼってきたな
ら、彼らは疫病の原因を発見する：上手く設置されたプレイグ・デー
モンの死体である。英雄たちが空き地に到着したら、以下の文章を
読み上げること：

　前方で木々がまばらになり、小さな空き地を取り囲んでいる。開
けた場所の真ん中の、身の毛もよだつような光景が目に飛び込んで
くる。空き地の中で巨大な怪物じみたクリーチャーの死体が倒れた
まま腐敗しており、その身体は赤い結晶でほぼ覆い尽くされている。
クリーチャーからは凄まじい超自然の熱が放射されている—その
熱が流れの表面を溶かし、氷の下を流れる小川に変えて、下流の池へ
と注ぎ込んでいるのだ。

　悪意に満ちた亡霊、サラザール・ヴラディストンは英雄たちに発
見させようとして、この死体をここに置いたのだ。
　スプリンターシールド師は死体に近づき、口を開く：

　「これはデーモンの一種だが、こんなふうなものは今まで見たこと
がない。この病気は “奈落の疫病”の一種だろう—次元の彼方から、
悪意によってこの地にもたらされたのだ。が、儀式でこれは浄化で
きると思う」

　スプリンターシールド師は浄化の儀式を始める。続く10分間、冒
険者たちは、奈落の疫病がもたらした破壊を師がこの空き地から浄
化するのを手伝ってもよいし、邪魔が入らないように見張っていて
もよい。

Start 
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B
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アルドゥス・ 
スプリンターシールドの死
遭遇レベル2（678XP）

セットアップ
亡霊軍団のアーミジャー（A） 3体
亡霊軍団のスクワイア（S） 6体
スプリンターシールド師（B）

　スプリンターシールド師にとっては不運なことに、疫病の蔓延は
あの侮辱された亡霊、サラザール・ヴラディストンが仕掛けた罠の
一部だったのだ。亡霊は司祭を殺し、彼をインヴァネスから遠ざけ
た浄化の儀式を破ろうとしている。ネラス帝国の兵士の霊魂からな
る幽霊たちの軍団、亡霊軍団の兵士たちが、ヴラディストンに雇われ
てやって来ている。彼らはスプリンターシールド師を待ち伏せし、
殺そうとしている。
　司祭が儀式を終えようとしたちょうどその瞬間、彼はヴラディス
トンの仕掛けた罠の引き金を引いてしまう。

　儀式が終わろうというとき、以下の文章を読み上げること：

　スプリンターシールド師の詠唱は最高潮に達し、聖なる力が周囲
に満ちる。儀式が終わろうとする瞬間、身に馴染んだ浄化のエネル
ギーが炸裂し、周囲一帯に広がってゆく—ちょうどインヴァネス
の村を作ったときと同じように。
　一瞬後、エネルギーの第2波に撃たれ、君たちはよろめく。今度の
それは不浄でぬらついている。気を取り直した瞬間、君たちの目に、
半ば透けた槍が地面から飛び出し、スプリンターシールド師の胸を
貫くのが映る。雪に覆われた大地から、古代の装束に身を包んだ亡
霊兵士が立ち上がってくる。亡霊は明らかな殺意と共に槍を繰り出
し、そうして槍は耳障りな音を立てて司祭を貫いてゆく。
　スプリンターシールド師の口は衝撃で開きっぱなしだ。近くの地
面から、さらなる亡霊兵士たちが立ち上がってくる。

スプリンターシールド師が 
生き延びてしまったら？

　優れた戦術と幸運のおかげで、亡霊軍団の面々がスプリンター
シールド師を殺すのを冒険者たちが食い止めてしまった場合、ドワー
フを強引に死なせてはいけない。その代わり、司祭も仰天するような
話だが、殺されかけたことで防御の儀式と司祭との繋がりは切れてし
まう、とすること。この場合、スプリンターシールド師は、次セッション
のイベントにおいて英雄たちを手助けすることは可能である。ただ
し、彼の回復力はもう残っていないので、このドワーフは最終的には
苦痛に満ちた死を迎えることになる公算が高い。

亡霊軍団のアーミジャー（A）3 体 レベル 3　暴れ役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）、ヒューマン	 XP 各 150
hp：40；重傷値：20 イニシアチブ：＋2
AC15；頑健16、反応14、意志13 〈知覚〉＋4
移動速度：6；位相移動 暗視
完全耐性：［毒］、病気
特徴
インサブスタンシャル／非物質的

　このアーミジャーは、［力場］ダメージを除くいかなるダメージ源からも、半減
ダメージしか受けない。

アンリレンティング・ブリゲイド／緩み無き軍団
　このアーミジャーから5マス以内にいる味方のhpが0に減少し、その味方もま
たこの特徴を持っていたなら、このアーミジャーは次の自分のターンの終了時
まで攻撃ロールに＋2パワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m ソウルバウンド・バルディーチェ／魂縛る矛槍（［精神］、［武器］）F無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋8の［精神］ダメージ。

M チャージング・リビューク／打ち倒し突撃（［精神］、［武器］）F無限回
効果：このアーミジャーは突撃を行ない、近接基礎攻撃の代わりに以下の攻
撃を行なう。

　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：1d10＋4の［精神］ダメージ。このアーミジャーは目標を1マス押しや
り、伏せ状態にすることができる。

C フューリアス・スウィープ／憤怒の薙ぎ払い（［精神］、［武器］）F無限回
攻撃：近接範囲・噴射2（噴射内のクリーチャーすべて）；＋6対“反応”
ヒット：1d10＋4の［精神］ダメージ。

【筋】 16（＋4） 【敏】 12（＋2） 【判】 16（＋4）
【耐】 17（＋4） 【知】 13（＋2） 【魅】 13（＋2）
属性：秩序にして善 言語：共通語

亡霊軍団のスクワイア（S）6 レベル 3　雑魚　兵士役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）、ヒューマン	 XP 各 30
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：＋4
AC19；頑健17、反応15、意志14 〈知覚〉＋2
移動速度：6；位相移動 暗視
完全耐性：［毒］、病気
特徴
アンリレンティング・ブリゲイド／緩み無き軍団

　このスクワイアから5マス以内にいる味方のhpが0に減少し、その味方もまた
この特徴を持っていたなら、このスクワイアは次の自分のターンの終了時まで
攻撃ロールに＋2パワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m ソウルバウンド・ショート・ソード／魂縛るショート・ソード（［精神］、［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の［精神］ダメージ。

r スペクトラル・クロスボウ／霊体のクロスボウ（［精神］・［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4の［精神］ダメージ。

トリガー型のアクション
シールディング・マーター／身を捨てた庇護F無限回
トリガー：このスクワイアに隣接する味方に、敵の近接攻撃がヒットする。
効果（即応・割込）：その攻撃の目標はこのスクワイアになる。

【筋】 19（＋5） 【敏】 12（＋2） 【判】 12（＋2）
【耐】 16（＋4） 【知】 14（＋3） 【魅】 11（＋1）
属性：秩序にして善 言語：共通語
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章スプリンターシールド師 レベル 2　兵士役
中型・自然・人型、ドワーフ	 XP—
hp：40；重傷値：20 イニシアチブ：＋4
AC18；頑健14、反応12、意志15 〈知覚〉＋11
移動速度：5 夜目
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り

　スプリンターシールド師が押しやり、引き寄せ、または横滑りの対象になった
時、その効果が指定したよりも1マス少ないマスだけ強制移動されることを選
べる。

ステディ・フッテッド／揺るがぬ足元
　何らかの攻撃によって伏せ状態にされそうになった際、スプリンターシールド
師は伏せ状態にされることを避けるために1回のセーヴィング・スローを行な
うことができる。

標準アクション
m メイス（［光輝］、［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＋3の［光輝］ダメージ。

M スマイト・フォー／敵を討つ一撃（［光輝］、［武器］）F遭遇毎
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d8＋3の［光輝］ダメージ、目標は伏せ状態になる。

マイナー・アクション
ヒーリング・ワード／癒しの言葉（［回復］）F遭遇毎
効果：近接範囲・爆発5（スプリンターシールド師、または爆発内の味方1体）。
目標は回復力を1回ぶん消費することができ、それによってふだんよりも1d6多
くhpを回復する。

技能：〈交渉〉＋10、〈宗教〉＋6
【筋】 16（＋4） 【敏】 11（＋1） 【判】 18（＋5）
【耐】 13（＋2） 【知】 14（＋3） 【魅】 12（＋2）
属性：秩序にして善 言語：共通語、ドワーフ語
装備：レザー・アーマー、メイス

戦術
　戦闘の開始時に、スプリンターシールド師は亡霊軍団のアーミ
ジャーのクリティカル・ヒットにより［精神］ダメージ18を被ってい
る。

　亡霊軍団のアーミジャー（騎士）：3体のアーミジャーの意識には、
彼らの第1の使命である “スプリンターシールド師の死” のこと以外
存在しない。彼らの行動の第一義は司祭を取り囲んで殺すことであ
る。彼らは他のクリーチャーを無視して、スプリンターシールド師
を倒すことに集中する。師が倒れてしまってから、彼らは生き残っ
ている英雄たちの殲滅を開始する。
　亡霊軍団のスクワイア（従者）：スクワイアたちは、アーミジャーが
使命を完遂できるように、敵の攻撃を阻止することを命じられてい
る。スクワイアたちはできる限り長いこと英雄たちを足止めしてお
こうとする。もしスクワイアが司祭の近くにいて、そして冒険者た
ちが手出しをしてこられないようであれば、彼らはドワーフにうち
かかり、彼の死を早めようとする。
　スプリンターシールド師：スプリンターシールド師にはおそらくも
う回復力は残っていない—先行する遭遇で、彼は自分の回復力を
hp回復のために使い切ってしまっているのだ。その結果として、彼
は自分自身を癒すことはできなくなっている。しかし、彼は真の勇
者であり、もし数ラウンドでも命があったなら、彼は傷ついた英雄た
ちの手助けをするのである。
　スプリンターシールド師が死ぬと、インヴァネスの方角で空に閃
光が走るのをキャラクターたちは目にする。その光は、町を覆って
いた守りが消し飛んだことを示すものだ。

このエリアの情報
　照明：“薄暗い”。襲撃は夜に行なわれているが、この一帯は満月
の直下にある。
　灌木：葉の茂った灌木は“移動困難な地形”である。
　木々：空き地のこの一帯には、小さな裸の木々がぎっしりと生え
ている。この木々はあまりに細く針金めいているので、部分遮蔽の
みを提供し、移動を妨害しない。

宝物
　スプリンターシールド師は、宝物表
由来の魔法のアイテムをひとつ持って
いる（1回ロールを行ない、そのアイテ
ムがなんであるか決定すること）。キャ
ラクターたちはそれを持って行くかど
うか選択できる。ごく自然に考えれば、
スプリンターシールド師はインヴァネ
スを守るためにそのアイテムを使って
ほしがるだろうと思いつくはずである。

さらなる展開
　英雄たちは急いで村に引き返すこと
を考えるだろう。森を抜けるに当たっ
ては何も起こらないが、1時間かそこ
らが過ぎ、インヴァネスが見えた瞬間、
彼らは遅すぎたことを悟る。遙か彼方
の夜空は紅蓮に染まっている—イン
ヴァネスの村が燃えているのだ。
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セッション７：インヴァネス炎上
　古代城址の内側に建設された村、インヴァネスは炎上している。
さらに悪いことに、亡霊どもがその場所に群がっている。セッショ
ンの開始時に、以下の文章を読み上げること：

　ハーケン森の中で亡霊と対峙した場所から、丘の頂に新しい村が
あるのが見える場所まで、重い荷物を持って歩けば1時間以上かかる。
そして、そこにたどり着いた君たちはおののく。インヴァネスが炎
に包まれているのだ。いくつかの建物が燃え上がり、廃墟と化した
城壁の上に火明かりが踊っている。黄色と赤に彩られた空を背景に、
幽霊塔がそのぼうっとした輪郭に悪意をにじませて立っている。
　城壁にあいたいくつもの裂け目から、開拓者たちの姿が垣間見え
る。彼らは消火に奮闘し、君たちが森の中で戦った幽霊めいた兵士
とも戦っている。戦いに巻き込まれた人々は君たちの力を痛切に必
要としているのだ。だが、残念ながら、何十人もの幽霊が森と村の間
を巡回しつつ警備している。彼らは警戒怠りなく、動作も軍人らし
く精確だ……。

技能チャレンジ： 
インヴァネスに忍び込む
　英雄たちは、幽霊めいた兵士たちに見られることなく原野を横切
り、村にたどりつくことができる道を見つけ出さねばならない。パ
トロールする兵士は無数にいるが、見回るべき地域も広い。技に優れ、
かつ幸運な英雄であれば、襲撃者たちの全面的な警戒を呼び起こす
ことなくインヴァネスにたどり着けるだろう。
　技能チャレンジを開始するのは、英雄たちがハーケン森から出て
インヴァネスへと丘を登る道をたどり始めた時点である。実際的な
時間制限は存在しない。技能チャレンジを始める前に、英雄達が望
む準備は何でもさせておくこと。

　技能チャレンジの開始時に、以下の文章を読み上げること：

　広大な開けた原野がハーケン森とインヴァネスへと続く道の間に
広がっている。原野には幽霊の兵士たちが巡回している。君が村に
忍び込んで友を助けたいと望むなら、注意を引かずにここを横断し
なければならない。

　レベル：1（XP150）
　複雑度：1（3回失敗する前に4回成功する必要がある）
　時間枠：各キャラクターは1ラウンドに1回、標準アクションとし
て1回の判定を行なうことができる
　主要技能：〈運動〉、〈隠密〉、〈自然〉、〈知覚〉
　〈運動〉難易度13：幽霊兵士が他に注意を向けている隙に開けた
場所を駆け抜ける。
　〈隠密〉難易度13：身を隠して原野を渡り、仲間が道に向かって移
動するのを助ける。
　〈自然〉難易度13：原野を横切る最適なルート（身を隠すものが多
く、パーティーの前進を遅らせる障害物が少ないルート）を見出す。
　〈知覚〉難易度13：亡霊軍団から目を離さず、仲間に隠れるべきタ
イミングを指示する。
副次技能：〈看破〉、〈宗教〉
　〈看破〉難易度21：亡霊軍団の移動パターンをチェックし、亡霊が
いる場所を予測し、また（より重要には）いないであろう場所を予測
する。成功すれば、この技能チャレンジにおける次の主要技能の判
定に＋2のボーナスを与える。
　〈宗教〉難易度21：幽霊に関する知識を利用して、亡霊軍団の行動
を予測し、それに対処する。成功すれば、この技能チャレンジにおけ
る次の主要技能の判定に＋2のボーナスを与える。
　成功：冒険者たちは、群なす亡霊に警戒されることもなく、原野を
渡ってインヴァネスへと続く道までたどり着く。発見されずに済ん
だので、続く遭遇で亡霊軍団の不意を討つことができる。
　失敗：冒険者たちは、インヴァネスに入る途中で亡霊軍団のパト
ロールに発見される。奇妙なことに、亡霊の戦士たちはパーティー
を制止するような行動はまったくとらない。ただ、兵士たちはイン
ヴァネスの内部にいる戦友に警告を発しはする。続く遭遇ではいか
なる利益も得られない。

路上の逃亡者
　英雄たちが原野を横切り、インヴァネスへと続く道路の基部に到
着した後で、彼らはマルグラムと数人の村人が町を離れて君たちの
ほうへとやってくるのに気づく。以下の文章を読み上げること：

　インヴァネスの村は丘の上で燃え続けている。君たちの目前で。
炎の中にシルエットとなって見えるのは、君たちに向けて道を下っ
てくる、村からの脱出者たちだ。列の先頭を歩むのは、傷つき、やつ
れて、目をぎらつかせたハーフオークの衛兵隊長、マルグラムだ。か
ろうじてパニックを抑えこんでいるこの集団は、君たちの脇を通り
過ぎようとした。だが、マルグラムは足を止めると自分の槍に重た
げに寄りかかる。
　「貴様らが生きていたか、良かった。残念だがインヴァネスは落ち
たぞ」
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　スプリンターシールド師が死んでいる場合、マルグラムは続ける：

　彼は動きを止め、一行を見渡す。「スプリンターシールド師はどこ
だ？」

　マルグラムは英雄たちが驚くべき奇怪な体験について語るのに聞
き入り、そして頷くと、司祭の死に対し、敬意を込めて哀悼の言葉を
述べる。マルグラムはスプリンターシールド師と意見が衝突するこ
とも多かったが、彼がインヴァネス村の為にしてきたことに対して
は敬意を抱いている。
　続いてマルグラムは英雄たちがハーケン森に向かってから起きた
ことについて教えてくれる。彼による情報は下記のとおり：

F マルグラム率いる捜索隊は、消えた森の住人についていかなる痕
跡も見いだせなかった。しばらく経ってから彼らはインヴァネ
スに戻り、英雄たちやほかの部隊が戻るのを待った。

F 突然、辺り一帯に震動が走った。ファルディラが、インヴァネス
を危害から守るための障壁が崩壊したことをマルグラムに知ら
せた。

F そのすぐ後に、数人の幽霊じみた戦士が村へと続く道を登り始め
た。ほどなくさらに多くの亡霊が現れると、村に火矢を射込み始
め、村は燃え始めた。次の一時間の間に、亡霊兵士の群れは村の
防衛力を圧倒してしまった。彼らを率いていたのはスプリンター
シールド師を脅かしたのと同じ幽霊、サラザール・ヴラディス
トンである。

F マルグラムと生き残りの衛兵は、最終的には戦士の幽霊たちとの
戦闘をやめて村人を脱出させることに集中した。彼らの努力に
もかかわらず、ファルディラを含む村人の多くはインヴァネス
内部に取り残されている。

　マルグラムは英雄たちに説明をした後で、これから自分は逃亡者
たちを安全なだけ離れるまで送り、彼らにハーケンウォルドを目指
させると伝える。英雄たちが亡霊のパトロールについて警告すると、
彼の顔色はさらに灰色に近づく。だがそれでも、彼は逃亡者の安全
を確保するために全力を尽くすと誓う。彼は周辺の地形について冒
険者たちが与えることができるアドバイスを熱心に求めている。
　マルグラムは英雄たちに対し、インヴァネスに侵入してファル
ディラと残った村人を救い出してほしいと頼み込む。彼は「幸運を」
と告げ、縁起の良くない別れの言葉を付け加える。「武運を祈る。次
はハーケンウォルドか、さもなくばレイヴン・クイーンの御許で会
おう」
　報酬：マルグラムと話し、町の運命を知り、残った村人を救い出す
という依頼を受けてこれを承諾したなら、パーティーは追加で600
〜800XPを得る。
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亡霊との戦い
遭遇レベル2（678XP）

セットアップ
亡霊軍団のジャスティシアー(J)  2体
亡霊軍団のアーミジャー(A)  1体
亡霊軍団のスクワイア(S)  6体

　周りではインヴァネスの村が燃え上がり、住民たちは命からがら
逃げていく。そんな中で英雄たちは亡霊軍団のメンバーと相対する。
町の中心では、亡霊軍団の兵士の一団が建物から建物へと一定の手
際に沿って人々を自宅から追いたて、抵抗する者がいれば殺害して
いる。
　英雄たちがインヴァネスに侵入するための技能チャレンジに成功
しているのであれば、亡霊の兵士たちの機先を制することができる。
この場合、冒険者たちは不意打ちラウンドの利益を得ることができ、
さらに遭遇終了まで攻撃ロールに＋2のボーナスを得る。
　いっぽう、インヴァネス村に忍び込むのに失敗した場合には、亡霊
軍団の兵士たちは彼らの到着に備えている。そのため、パーティー
は何の利益も得られない。

　英雄たちが村の中心部にたどりついたら、以下の文章を読み上げるこ
と： 

　君たちの周囲で村は炎に包まれている。火矢もまた、亡霊たちと
同じように半ばすきとおっているというのに、亡霊の兵士たちは苦
もなく火を燃え広がらせてゆく。何十人もの亡霊兵士が町の中を動
き回り、扉を開ける手間などかけずに家や商店に入ってゆく。すぐ
に住人が追いたてられて飛び出してくるか、さもなくば、絶叫が聞こ
えた後でそれが突然に断ち切られる。
　兵士たちは明らかにある目的を持って家から住人を追い立ててい
る。そしてすぐさま通りの中ほどで再集合すると、静かに話し合っ
て次の家へと移動するのだ。

亡霊軍団のジャスティシアー（J）2 体 レベル 3　遊撃役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）、ヒューマン	 XP 各 150
hp：33；重傷値：16 イニシアチブ：＋4
AC15；頑健13、反応16、意志13 〈知覚〉＋2
移動速度：6；位相移動 暗視
完全耐性：［毒］、病気
特徴
O ブラインド・ジャスティス／見境なしの裁きFオーラ1

　敵はこのオーラ内にいる限り攻撃ロールに−2ペナルティを受ける。
インサブスタンシャル／非物質的

　このジャスティシアーは、［力場］ダメージを除くいかなるダメージ源からも、半
減ダメージしか受けない。

アンリレンティング・ブリゲイド／緩み無き軍団
　このジャスティシアーから5マス以内にいる味方のhpが0に減少し、その味方
もまたこの特徴を持っていたなら、このジャスティシアーは次の自分のターンの
終了時まで攻撃ロールに＋2パワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m ソウルバウンド・ハンマー／魂縛る鉄鎚（［精神］、［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：1d8＋6の［精神］ダメージ。

R ハールド・ハンマー／ハンマー投擲（［精神］、［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6の［精神］ダメージ。

M イヴェイド・アンド・ストライク／遊撃（［精神］、［武器］）F無限回
効果：このジャスティシアーが被っているマークは終了する。ジャスティシアー
は4マスまでのシフトを行なってから以下の攻撃を行なう。

　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：1d8＋6の［精神］ダメージ。

技能：〈看破〉＋9
【筋】 13（＋2） 【敏】 18（＋5） 【判】 17（＋4）
【耐】 14（＋3） 【知】 15（＋3） 【魅】 16（＋4）
属性：秩序にして善 言語：共通語

亡霊軍団のスクワイア（S）6 体 レベル 3　雑魚　兵士役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）、ヒューマン	 XP 各 30
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：＋4
AC19；頑健17、反応15、意志14 〈知覚〉＋2
移動速度：6；位相移動 暗視
完全耐性：［毒］、病気
特徴
アンリレンティング・ブリゲイド／緩み無き軍団

　このスクワイアから5マス以内にいる味方のhpが0に減少し、その味方もまた
この特徴を持っていたなら、このスクワイアは次の自分のターンの終了時まで
攻撃ロールに＋2パワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m ソウルバウンド・ショート・ソード／魂縛るショート・ソード（［精神］、［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：4の［精神］ダメージ。

r スペクトラル・クロスボウ／霊体のクロスボウ（［精神］・［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：4の［精神］ダメージ。

トリガー型のアクション
シールディング・マーター／身を捨てた援護F無限回
トリガー：このスクワイアに隣接する味方に、敵の近接攻撃がヒットする。
効果（即応・割込）：その攻撃の目標はこのスクワイアになる。

【筋】 19（＋5） 【敏】 12（＋2） 【判】 12（＋2）
【耐】 16（＋4） 【知】 14（＋3） 【魅】 11（＋1）
属性：秩序にして善 言語：共通語
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亡霊軍団のアーミジャー（A） レベル 3　暴れ役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）、ヒューマン	 XP150
hp：40；重傷値：20 イニシアチブ：＋2
AC15；頑健16、反応14、意志13 〈知覚〉＋4
移動速度：6；位相移動 暗視
完全耐性：［毒］、病気
特徴
インサブスタンシャル／非物質的

　このアーミジャーは、［力場］ダメージを除くいかなるダメージ源からも、半減
ダメージしか受けない。

アンリレンティング・ブリゲイド／緩み無き軍団
　このアーミジャーから5マス以内にいる味方のhpが0に減少し、その味方もま
たこの特徴を持っていたなら、このアーミジャーは次の自分のターンの終了時
まで攻撃ロールに＋2パワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m ソウルバウンド・バルディーチェ／魂縛る矛槍（［精神］、［武器］）F無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋8の［精神］ダメージ。

M チャージング・リビューク／打ち倒し突撃（［精神］、［武器］）F無限回
効果：このアーミジャーは突撃を行ない、近接基礎攻撃の代わりに以下の攻
撃を行なう。

　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：1d10＋4の［精神］ダメージ。このアーミジャーは目標を1マス押しや
り、伏せ状態にすることができる。

C フューリアス・スウィープ／憤怒の薙ぎ払い（［精神］、［武器］）F無限回
攻撃：近接範囲・噴射2（噴射内のクリーチャーすべて）；＋6対“反応”
ヒット：1d10＋4の［精神］ダメージ。

【筋】 16（＋4） 【敏】 12（＋2） 【判】 16（＋4）
【耐】 17（＋4） 【知】 13（＋2） 【魅】 13（＋2）
属性：秩序にして善 言語：共通語

戦術
　英雄たちが入り込んだ場面は身の毛の
よだつ光景ではある。しかし、亡霊軍団の
兵士たちは村の住人を殺戮するという確
たる命令を受けているわけではない。彼
らが指示されているのは、村人をインヴァ
ネスの外へと追い出すことであり、攻撃す
るのは抵抗する者に対してのみである。
亡霊軍団の兵士は命令には文字どおりに
従うため、そこに自己判断による解釈の余
地はない。
　ジャスティシアー（執行者）とアーミジャー：
これらの兵士は、村を離れるのを拒む村人
への対処を命ぜられている。英雄たちが
妨害した場合、ジャスティシアーは即座に
最も危険な戦士たちを識別して彼らに接
敵する。彼らは（生前もそうだったのだろ
う）、良い武器と鎧を身につけた英雄を戦
場における真の脅威と認識する。霊体の
戦士たちは呪文使いへの対処はスクワイ
アにまかせる。
　スクワイア：彼らは生前において自身の
上位者を支援するための訓練を受けてい
る。スクワイアはジャスティシアーが接
敵していない敵に群がって攻撃する。

このエリアの情報
　照明：“明るい”。この遭遇が起きるのは宵闇の頃だが、燃え上がる
建物の炎が極めて明るい光を投げかけている。
　燃えている建物：通り沿いの建物は木や藁や石でできている。こ
れらは激しく、速く燃える。建物に隣接するマス目でターンを終了
したクリーチャーは、逆巻く炎によって5点の[火]ダメージを受ける。
　低木の茂み：これらの小さな灌木は“移動困難な地形”である。

宝物
　受動〈知覚〉が19以上のキャラクターは、燃える廃墟の端に、炎の
舌に耐えているアイテムを発見する。宝物表で1回ロールし、何を見
つけたのかを決定すること。この発見によって、セッション終了時
にパーティーは追加で150XPを獲得する。

さらなる展開
　英雄たちが亡霊の兵士たちを退けると、近くに隠れていた村人た
ちに、門までの障害のないルートを確保できる。しかし、仕事はまだ
終わっていない。英雄たちは、ファルディラが村のどこかにいるこ
とを知っているのだ。
　それほど長く彼女を探しまわる必要はない。おおまかに探しただ
けで、ファルディラがサラザール・ヴラディストンの幽霊に捕まっ
ている事がわかる。場所は町の墓場、ヴラディストンの妻の墓所だ。
次のセッションでは、ヴラディストンに対処し、ファルディラを救い
出さなければならない。それによって、町からの撤退が完了するのだ。

Start 
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セッション8： 
ハーケンウォルドへの脱出
　この時点では、英雄たちが遭遇しているのはインヴァネスの村を
襲う幽霊兵士のみである。しかし本章が終わろうという時、英雄た
ちはこの破壊を引き起こした張本人—第1章の最後に遭遇した、亡
霊貴族サラザール・ヴラディストンとついに対面することになる。
　インヴァネスに戻ってきてから亡霊軍団の兵士たちとの戦闘が終
わるまでというもの、英雄たちはファルディラの気配も感じなかっ
たことに気づく。村中探し回っている間に、彼らは怒れる霊魂の妻、
オルディヴィヤ・ヴラディストンの亡骸が眠る小さな墓所にやって
くる。キャラクターたちが墓所に近づいたら、以下の文章を読み上
げること：

　インヴァネスを押し包む冬の寒気にもかかわらず、燃えさかる村
の熱気で君たちは汗ばんでいる。君たちの目の前に城の墓所があ
る—ここはもはや、君たちの記憶にあるような、静まり返った場所
ではなくなっている。
　墓所の中央に、サラザール・ヴラディストンの亡霊の姿を君たち
は見る。あれは確か、町ができたその日にスプリンターシールド師
の殺害を誓った亡霊戦士ではなかったか。その隣で、傷を負ったファ
ルディラがうなだれている。亡霊兵士たちが数名、近くに留まって
いる。
　「何故、彼女は姿を見せぬ？」ヴラディストンは剣の切っ先をファ
ルディラの喉に突きつけながら問い詰める「いかなる忌まわしき呪
文が、我と我が妻を隔てるのだ？　魔法使い、答えよ！」

　ヴラディストンとその兵士たちは、キャラクターたちが近づいて
いってもすぐに攻撃してはこない。幽霊戦士たちは冒険者たちから
ヴラディストンを守るように立っている。彼らはその手に武器を構
えている。キャラクターたちがすぐに攻撃を仕掛けたなら、ヴラディ
ストンもそれに応じる。この場合、彼がキャラクターたちと会話す
るのは戦いの後のみである。

　英雄たちがサラザール・ヴラディストンと平和的に交渉しようと
したなら、彼らはインヴァネス襲撃について、また、第1章終了時の遭
遇以来、ヴラディストンが何をしていたのかについて、多大な情報を
得ることができる。亡霊の動機については、英雄たちには明かされ
ないままだった。このロールプレイは、彼の行動について説明し、今
後の冒険のセットアップをしていく機会となる。
　ファルディラは亡霊に生命を脅かされたことですっかり動転して
いる。彼女は口ごもり、そしてヴラディストンが妻に会うのを妨げ
ているのが何であるのか説明できないでいる。キャラクターが特に
彼女に対して助けを求めない限り、彼女は戦闘には参加しない。
　ヴラディストンとの交渉の間に、キャラクターたちは以下の情報
を得る。

ヴラディストンの憤怒
F ヴラディストンは、彼が愛する妻オルディヴィヤの墓を訪れるの

を、入植者たちが邪魔したことに腹を立てている。スプリンター
シールド師が移動を拒んだとき、怒れる霊魂はすべての入植者た
ちにこの代償を払わせてやると誓ったのである。

F インヴァネスの生者たちの傲慢に対するヴラディストンの敵意
は、やがてくすぶる憤怒となった。彼は妻の墓にいるというのに、
妻と語り合うことができなくなっている。彼は、誰かが墓所を傷
つけたか、あるいは何らかの不浄な呪文を使ったのだと信じて
いる。

F キャラクターたちとの最初の遭遇の後、ヴラディストンは、イン
ヴァネスの人々を罰し、彼らをここから追い出すのを手伝ってく
れる霊魂を求めてネンティア谷じゅうを探し回った。そうこう
している間に、亡霊軍団の名で知られるネラス時代の亡霊軍団を
意に沿わせることに彼は成功したのである。

F 彼の狂気じみた怒りにもかかわらず、英雄たちは、ヴラディスト
ンの中にはまだ名誉の感覚が残っているという感触を得る。彼
は逃げる村人たちを足止めして殺そうとはしていないのだ。
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F 亡霊軍団を指揮下に収めた後、彼はスプリンターシールド師を殺
し、インヴァネスを守る呪文を破壊し、村を焼き落として人々を
追い出す計画を実行に移した。

F 村の近くのハーケン森に疫病を蔓延させたのはヴラディストン
である。ある偶然から、彼はプレイグ・デーモンの死体を見つけ
た。彼と彼の軍団は水源を汚染できるような場所にその死体を
動かし、動物たちに、ひいては村人たちにまで疫病を蔓延させよ
うとした。疫病を根絶しようとしてスプリンターシールド師が
インヴァネスの守りから離れたところに、ヴラディストンは罠
を仕掛けたのである。そうして障壁が崩れ去った途端、彼はイン
ヴァネスに襲いかかったのだ。

最後通牒
　最終的にヴラディストンは、すぐに我が妻を我が手に帰さなけれ
ばファルディラの命はないぞと脅迫してくる。キャラクターたちが
彼に戦いを挑めば、彼は特に拒みもせずにウィザードを解放し、替わ
りにキャラクターたちと対峙する。キャラクターたちがウィザード
の命を気にかけないようであれば、彼はファルディラを攻撃する（た
だし、彼の一撃は単に彼女を気絶させるだけである）。
　英雄たちが見敵即斬の勢いで攻撃を仕掛けた場合でも、ヴラディ
ストンは強力な亡霊で、破壊することはできない。というわけで君
は亡霊貴族に、戦闘中、あるいは倒された後ででも、目的や動機、要求
をすっかり話させることができる。
　例えば、遭遇の初期の間、この幽霊貴族は自信過剰で、英雄たちを
脅しつけようとする。彼のターンになったら、ヴラディストンは「貴
様らも見ての通り、我は古代ネラスの兵士たちを意のままにしてい
る。定命のものに亡霊軍団が止められぬことに、貴様らが気づいて
いないのは明らか。よって我が衛兵たちも我も貴様らにそう手こず
らずともすむわけだ。しかる後、我らは枯れ野を舐める火の如く、ネ
ンティア谷をなぎ払い尽くそうぞ」などと言う。この時点で冒険者
たちは〈歴史〉判定を行い、亡霊軍団やネラス、その他諸々について知
ることができるというわけだ。戦闘が続いている間、ヴラディスト
ンはこのような気でも狂ったかのような大言壮語を吐き続け、その
過程でパーティーが交渉を持ちかけていたなら得たはずの情報を語
るのである。

ファルディラ（F） レベル 1　制御役
中型・フェイ・人型、エルフ	 XP—
hp：26；重傷値：13 イニシアチブ：＋1
AC15；頑健12、反応14、意志13 〈知覚〉＋6
移動速度：7 夜目
特徴
ワイルド・ステップ／荒地渡り

　ファルディラはシフトを行なう際、移動困難な地形を無視する。
標準アクション
r マジック・ミサイル／魔法の矢（［装具］、［力場］）F無限回
効果：遠隔・10（クリーチャー1体）。目標は6の［力場］ダメージを受ける。

R ファントム・ボルト／幽玄の矢（［精神］、［装具］、［幻］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋4対“意志”
ヒット：1d8＋5の［精神］ダメージ、目標を1マス横滑りさせることができる。

技能：〈看破〉＋6、〈宗教〉＋8、〈魔法学〉＋11、〈歴史〉＋11
【筋】 8（−1） 【敏】 12（＋1） 【判】 13（＋1）
【耐】 10（±0） 【知】 16（＋3） 【魅】 12（＋1）
属性：善 言語：共通語、エルフ語
装備：ローブ、ワンド

報酬
　ヴラディストンと会話し、ファルディラを救ったことで、セッショ
ンの終了時にパーティーは600〜800XPを追加で獲得する。

その後
　ヴラディストンとその従者の幽霊たちが打ち倒されたとき、イン
ヴァネスの夜が明ける。しかし空は雲で覆われ、陰鬱な一日となる
ことがもうわかってしまっている。ファルディラは英雄たちが助け
てくれたことに感謝しつつも、スプリンターシールド師を失ったこ
とや、他の死んだ村人たちのことを悼む。
　英雄たちは生き残りの村人たちが燃え落ちる町から脱出するのを
助け、残った物資を集められるようにすることもできる。亡命者た
ちは、安全に辿り着くために、前方に広がる冬の荒野を越えて長い旅
をしなくてはならないのだ。
　インヴァネスの門を出ようとするとき、英雄たちは視野の隅で何
かが動くのに気づく。そうして振り返れば、幽霊塔が不吉な光を放っ
ているのだ。
　マルグラムは、逃げるなら北のハンマーファストだと言う。旅の
状況についていくらか描写し、また旅の間、キャラクターたちがどう
振る舞うかプレイヤーたちにロールプレイさせるのは自由にして構
わない。

亡霊軍団の伝説
　亡霊軍団についてはこのアドベンチャーの他の時点でも度々言及
はされてきたが、英雄たちが亡霊軍団の名をまともに耳にするのは、
この会話が初めてである。英雄たちに〈歴史〉判定をさせ、これまで
の知識を思い出させること。
　難易度9：亡霊軍団はネンティア谷に住み着いている亡霊兵士
の組織である。過去数十年の間に、ときおり彼らの姿が目撃されて
いる。
　難易度13：亡霊軍団の兵士たちは古代ネラス帝国の武器と防
具を身につけており、1世紀ほど前に死んだらしい人間たちによって
率いられる、様々な種族の連合軍である。
　難易度21：亡霊軍団は、ネラス帝国とその皇帝の秘密を守るこ
とを誓った、古代の帝国の騎士たちの霊の集団である。この古代の
騎士たちはその情熱の余り幽霊兵士となり、帝国の滅亡を取り巻く
混沌を超えて、その死後もなお、終わることのない歩哨の任について
谷を見張っているのである。
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オルディヴィヤの墓所
遭遇レベル3（750XP）

セットアップ
亡霊軍団のテンプラー／聖堂騎士（T） 3体
サラザール・ヴラディストン（V）

　最終的にキャラクターたちとヴラディストンの会話は終わり、戦
端が切られる—英雄たちがファルディラを守ろうとして開始する
にせよ、サラザール・ヴラディストンがキャラクターたちの勇気を
試そうとして開始するにせよ。

　会話がほぼ終わりというときになったら、以下の文章を読み上げるこ
と：

　サラザール・ヴラディストンの近くに立っていた幽霊戦士が、武
器を構えて前に滑り出してくる。
　「死者の軍団に対して、生者に何ができるというのだ？」ヴラディ
ストンは言い、そのきしむ声はあたりに有罪判決の如くこだまする。
「この戦いの結末はひとつ—貴様らの死だ。喜べ、貴様らの死は、
このサラザール・ヴラディストンを邪魔立てしようなどと無益な考
えを抱く者に対して、立派な警告となろうぞ」

亡霊軍団のテンプラー（T） レベル 3　制御役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）、ヒューマン	 XP 各 150
hp：32；重傷値：16 イニシアチブ：＋2
AC17；頑健15、反応14、意志16 〈知覚〉＋12
移動速度：6；位相移動 暗視
完全耐性：［毒］、病気
特徴
インサブスタンシャル／非物質的

　このテンプラーは、［力場］ダメージを除くいかなるダメージ源からも、半減ダ
メージしか受けない。

アンリレンティング・ブリゲイド／緩み無き軍団
　このテンプラーから5マス以内にいる味方のhpが0に減少し、その味方もまた
この特徴を持っていたなら、このテンプラーは次の自分のターンの終了時まで
攻撃ロールに＋2パワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m ソウルバウンド・モーニングスター／魂縛るモーニングスター（［精神］、［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：1d8＋6の［精神］ダメージ。このテンプラーは目標を2マス横滑りさせる。

R ライチャス・ストライク／正義の打撃（［光輝］、［冷気］）F無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋6対“頑健”
ヒット：1d6＋3の［光輝］かつ［冷気］ダメージ。目標は減速状態になる（セーヴ・
終了）。

C フライトフル・マジェスティ／恐るべき威厳（［恐怖］）F再チャージ：初めて
重傷になった時
攻撃：近接範囲・噴射1（爆発内の敵すべて）；＋6対“意志”
ヒット：目標はこのテンプラーの次のターンの終了時まで幻惑状態になる。
効果：このテンプラーはすべての目標を1マスずつ押しやることができる。

技能：〈宗教〉＋7
【筋】 15（＋3） 【敏】 12（＋2） 【判】 19（＋5）
【耐】 15（＋3） 【知】 13（＋2） 【魅】 15（＋3）
属性：秩序にして善 言語：共通語

サラザール・ヴラディストン（V） レベル 3　精鋭　兵士役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）、ヒューマン	 XP300
hp：67；重傷値：33 イニシアチブ：＋4
AC19；頑健16、反応13、意志14 〈知覚〉＋1
移動速度：6；位相移動 暗視
完全耐性：［毒］、病気
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
O ドラッグ・イントゥ・デス／死への誘いFオーラ1

　ヴラディストンに隣接して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。

インサブスタンシャル／非物質的
　ヴラディストンは、［力場］ダメージを除くいかなるダメージ源からも、半減ダメ
ージしか受けない。

アンリレンティング・ブリゲイド／緩み無き軍団
　ヴラディストンから5マス以内にいる味方のhpが0に減少し、その味方もまた
この特徴を持っていたなら、ヴラディストンは次の自分のターンの終了時まで
攻撃ロールに＋2パワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m スペクトラル・ロングソード／霊体のロングソード（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
効果：ヴラディストンの次のターンの終了時まで、目標がヴラディストンを目標に
含まない攻撃を行なったなら、目標はヴラディストンからの機会攻撃を誘発す
る。

r スペクトラル・クロスボウ／霊体のクロスボウ（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

M スペクトラル・フラリー／霊体の連撃F無限回
効果：ヴラディストンはスペクトラル・ロングソードを2回使用する。ただし、
それぞれの攻撃の目標は別々のクリーチャーでなければならない。

C ヴェンジャンスドリヴン・フューリィ／復讐鬼の猛攻（［武器］）F再チャージ 5 
6
攻撃：近接範囲・爆発1（爆発内の敵すべて）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
ミス：半減ダメージ。
効果：目標は伏せ状態になる。

技能：〈威圧〉＋11、〈歴史〉＋8
【筋】 19（＋5） 【敏】 13（＋2） 【判】 11（＋1）
【耐】 16（＋4） 【知】 10（＋1） 【魅】 16（＋4）
属性：悪 言語：共通語

戦術
　サラザール・ヴラディストンは、スプリンターシールド師の死と
インヴァネスを破壊し得たことには満足しているが、まだ妻と話せ
ずにいるので怒っている（もし何らかの理由で件の司祭が生き伸び、
この遭遇に参加していたなら、ヴラディストンと彼の護衛たちはこ
の時点でスプリンターシールド師を間違いなく殺そうとする（し、間
違いなく殺せるだろう。それでも生き残った時はDMが適宜対処す
ること））。幽霊貴族はファルディラやその他の英雄たちの死には特
にこだわりを見せないが、ともあれ怒りに衝き動かされてはいる。
　彼は弱みを見せたり慈悲を示したりは一切しない。その結果とし
て、ヴラディストンと彼の幽霊兵士たちは、冒険者たちを殺すことで
はなく、主張するところをとにかく言いたいという動機によって動
くことになる。
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　テンプラー：ヴラディストンは亡霊軍団の戦士たちに、英雄たちか
ら墓所を守るように命じている。この亡霊たちは、ヴラディストン
を傷つけようとするキャラクターに集中する。
　サラザール・ヴラディストン：遭遇の開始時に、ヴラディストンはそ
の透明な剣をエルフのウィザード、ファルディラの喉に突きつけて
いる。英雄たちが攻撃を仕掛けた場合、彼は彼女を攻撃して気絶さ
せる。彼にはいくぶん名誉の概念が残っており、キャラクターが彼
に挑戦したり、彼をなじったりした場合、その敵を倒すために相応の
努力をする。
　ファルディラ：このエルフのウィザードは村が破壊されたことで
すっかり絶望しており、捕らえられたときに酷く傷ついた上、ヴラ
ディストンの鋼のような手に捕まれて引きずってこられている。ヴ
ラディストンが彼女から離れない限り、彼女が戦闘中に何か行動を
することはない。ヴラディストンが離れると、彼女は安全にその場
を離れようとする。英雄たちが彼女に加勢してくれと呼びかけると、
彼女は不承不承同意するが、近寄ってこようとはしない。

さらなる展開
　キャラクターたちが最後の敵を倒した
数瞬後、サラザール・ヴラディストンの
姿が短時間、再び現れる。以下の文章を
読み上げること：

　サラザールが倒されてしまうと、亡霊
軍団は退却を始め、暁の光の中に消えて
いく。インヴァネスに残るのは、燃えさ
かり、崩れ落ちる建物ばかりである。冷
たい風がそこら中の灰や燃えがらを巻き
上げてゆく。
　そのあたり一帯を調べていると、ぼん
やりとした姿が形を取る。サラザール・
ヴラディストンである。彼の姿はいっそ
う幽霊じみており、さきほどよりも見分
けがたい。彼は妻の墓石をじっと見つめ、
それから君たちの方を振り返る。そうし
てその透けた剣を君たちに突きつけ、よ
うやっと聞き取れるような囁き声でこう
言うのだ。
　「貴様らに今日という日を後悔させて
やる。我は必ずや我が妻とふたたびひと
つになる。貴様らも生き残った者どもも、
我が苦痛に苦しむだろう」その声を最後

に、彼もまた彼の兵士たちとともに消え失せる。

　サラザールが話を終えた後、P.35の“その後”に進むこと、彼が消え
失せる前にキャラクターが攻撃を仕掛けたなら、［力場］ダメージを
与える攻撃やアンデッドを目標とする攻撃によってもサラザールを
傷つけられないことがわかる。

このエリアの情報
　照明：“薄暗い”。インヴァネスの建物は相変わらず明るく燃えさ
かっているが、墓所はさらに奥まった場所なのである。
　墓石：墓石は“移動困難な地形”である。墓石のあるマス目にいる間、
生きているクリーチャーは［精神］に対する脆弱性2を負う。
　灌木：茂みは“移動困難な地形”である。
　壁：崩れた壁は登るに耐えるだけの厚みを残している。壁の高さ
は10フィート（約3m）で、登るには難易度12の〈運動〉判定を要する。

Start Area

T

T

V
F

T
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第3章
　さて、『亡霊軍団の進撃』第3章の開始である。各キャラクターは
大休憩を取り、最大値のヒット・ポイントと回復力、1点のアクショ
ン・ポイントを持ち、またすべての［一日毎］パワーが使用できる状
態となっている。

セッション9：壁の上にて
　本シーズンの最終章は、すべてが始まった場所—ドワーフたち
の街ハンマーファストから再び始まる。亡霊司令官、サラザール・
ヴラディストンがインヴァネスの村を焼き落とさせてから2ヶ月が
経過している。
　ヴラディストンを倒してから1ヶ月の間は、彼の話はキャラクター
たちの耳には全く届かなかった。が、ここ数週間、件の亡霊は再び姿
を現し、現在英雄たちが身を落ち着けているハンマーファストの街
へと着実にその歩を進めてきているという。以下の文章を読み上げ、
セッションを開始すること。

　君たちの現在の持ち場—ハンマーファストの壁の上に曙光が射
す。ハンマーファストを取り巻く平原を朝日が照らしだした時、亡
霊たちの凄まじい大群が広野を横切って近づいてくるのが君たちの
目に映る。
　ほとんどは、インヴァネス炎上事件以来、この群れに加わったもの
どもだ。サラザール・ヴラディストンは亡霊どもをかき集めながら、
ネンティア谷を旅してきたものと見える。谷の住民の多くは亡霊の
軍団がやってくると逃げ出したが、君たちは留まった。数ヶ月前に
端を発したものが何だったのか見届ける—そう君たちは心を決め
たのだ。
　かくして現在、君たちは街の住民たちと肩を並べて戦ってい
る—殺せるとは到底思えない敵どもを相手に。

　プレイヤーたちに少し時間を与え、彼らの英雄たちがここに至る
までの数ヶ月、何をしていたか説明させること。そう言われても困っ
てしまう、何かヒントが必要だというプレイヤーに対しては、以下の
ようなヒントを与えること。
F ハンマーファストの防御を強化する手伝いをしていた。
F ファルディラがハンマーファストで、亡霊軍団やサラザール・ヴ

ラディストンについて調べる手助けをしていた。
F 避難民たちがハンマーファストで生活を立て直す手助けをして

いた。
F ヴラディストンの痕跡を求めてネンティア谷を探索し、彼の存在

を示す噂を追いかけていた。

ヴラディストン、再び現る
　本セッションは、英雄たち、そしてそれ以外の勇敢な兵士たちがハ
ンマーファストの壁の上にいるところから始まる。英雄たちがここ
数ヶ月、自分たちがどうしていたかについて説明し終わってしまう
と、兵士たちの間を囁きが交わされ、そうしてすべての目が一斉に外
の平原に注がれる。亡霊の軍勢の間からサラザール・ヴラディスト
ンが歩み出て、街へと近づいてくる。以下の文章を読み上げること：

　君たちと共に壁の上に詰めていた兵士たちの間を、早口の言葉が
囁き交わされてゆく。守り手たちの数名が、街の壁の向こう側の平
原を指さす。亡霊軍団の列を外れて、1体の亡霊がやってくる。ほ
かならぬ、サラザール・ヴラディストンである。
　亡霊司令官はその軍勢の先頭へと歩を進め、他の兵士の群れから
ひときわ壁に近いところに位置を占める。彼が口を開くと、その言
葉はまるで雷が鳴り渡るように、この世ならぬ響きを轟かせる
　「ハンマーファストの街よ！　貴様こそが腐敗を生みだしたのだ。
貴様の黄金の貴婦人を使いに立てよ。親方頭に、この罪の対価を支
払わせてやる」

　壁の上に駐留する兵士たちの間を、不安な—しかし怒りを帯び
た—囁きが駆け抜ける。すぐに答えようとする者は誰もいない（も
ちろん、英雄たちに限っては、そうしたければすぐに何か言い返して
もいっこうに構わない）。居心地の悪い静寂が続く—それを破る
のは、英雄たちのほうへやってくる、1人の若いドワーフの伝令だ。
ファルディラが、あのサラザール・ヴラディストンについてあるこ
とを見つけ出しました、すぐに大図書館まで一緒に来て下さい—
そう彼は告げる。
　冒険者たちは持ち場を離れ、伝令と一緒にやってきた数名のド
ワーフの戦士たちが代わってそこに立つ。そうこうする間に、西門
から叫び声がこだまする。確かその部署の衛兵たちのとりまとめを
していたはずのドワーフの女性、ソラ・ロングハマーが大胆にも脅
しをかけたのだ。英雄たちの中にドワーフ語を解するものがいたな
ら、彼女がこう言ったと知れる— “失せて死人どもと一緒に寝て
いろ、生きているものがおまえたちの墓の上をどう歩こうと勝手だ
ろうが”。ソラは、辛辣な、そしてどうにも翻訳しがたいドワーフ語
のののしり言葉を織り交ぜてこの台詞を吐き散らす。
　このような無礼をそのままにしておくヴラディストンではない。
彼の要求に侮辱で答えた者に、ヴラディストンが穏やかに応対する
はずもないことを、英雄たちは知っている。以下の文章を読み上げ
ること：

　サラザール・ヴラディストンの幽霊の表情は、純粋な怒りのそれ
に歪む。凄まじい努力を費やして、彼は憤怒を制御する。彼は答え
る—冷静に。ぞっとするほど冷静に。
　「我に逆らうなと警告はしたぞ」ヴラディストンの声は、重い石臼
のようにきしむ「チャンスは与えたのだ—単純かつ正当な我が要
求に応えれば、その身は安全だ、とな。だが貴様らは愚かにも、無礼
にも、不遜にもこの我を拒むという。では、貴様らは対価を払わねば
ならぬ。ネンティア谷の亡霊は我が指揮下にあるのだ……そのすべ
てが、な」

　ヴラディストンの言葉の意味するところに守り手たちの考えが
至ったとき、ハンマーファストを完全な静寂が押し包んだ。つまる
ところ—ハンマーファストは死者で満ちあふれた共同体なのだ。
　壁の内側、街のずっと奥の方で最初の悲鳴が上がる。それは着実
に近づいてくる。壁の上の兵士たちの間にも恐慌が広がってゆく。
　この時点で、伝令は英雄たちをせき立てる。ファルディラの発見
がなんであれ、それはこのドワーフの街が急速に陥りつつある運命
を回避するのに重要な役割を担うだろう。
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ハンマーファストの大通り
遭遇レベル3（750XP）

セットアップ
ドワーフの亡霊（D） 3体
オークの亡霊（S） 2体

　英雄たちが大図書館とファルディラのもとへ向かっていると、ハ
ンマーファストの大通りで起こっている騒ぎの原因がなんであるか
わかる。サラザール・ヴラディストンは街の中に棲み着いている亡
霊たちを意のままに操り、街のありようをひっくり返しているのだ。
亡霊将軍はドワーフやオークの亡霊に命じて街の生きている住民に
刃向かわせ、彼らを追い出すか殺すかしようとしているのだ。

ドワーフの亡霊（D）3 体 レベル 3　遊撃役
中型・シャドウ・人型	 XP 各 150
hp：48；重傷値：24 イニシアチブ：＋4
AC17；頑健14、反応16、意志17 〈知覚〉＋5
移動速度：6、位相移動 暗視
完全耐性：［毒］、病気
特徴
インサブスタンシャル／非物質的

　この亡霊は、［光輝］ダメージまたは［力場］ダメージを与えるものを除くいか
なる攻撃からも、半減ダメージしか受けない。［光輝］または［力場］のダメージ
を受けると、この亡霊の次のターンの開始時までこの特徴は失われる。

スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
　ドワーフの亡霊が押しやり、引き寄せ、または横滑りの対象になった時、その
効果が指定してよりも1マス少ないマスだけ強制移動されることを選べる。

ステディ・フッテッド／揺るがぬ足元
　何らかの攻撃によって伏せ状態にされそうになった際、ドワーフの亡霊は伏
せ状態にされることを避けるために1回のセーヴィング・スローを行なうことが
できる。

標準アクション
m ファントム・メイス／亡霊のメイス（［武器］、［力場］）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の［力場］ダメージ、この亡霊は目標を1マス押しやる。

M パニッシング・チャージ／懲罰の突撃（［武器］、［力場］）F再チャージ：初め
て重傷になった時
効果：以下の攻撃の前に、この亡霊は移動速度までの移動を行なう。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：3d8＋4の［力場］ダメージ、この亡霊は目標を1マス押しやる。
ミス：半減ダメージ。

移動アクション
ディフェンダーズ・チャージ／守護者の責務F無限回
効果：この亡霊は移動速度の半分までのシフトを行なう。その際には移動困
難な地形を無視する。

【筋】 14（＋3） 【敏】 12（＋2） 【判】 18（＋5）
【耐】 16（＋4） 【知】 10（＋1） 【魅】 11（＋1）
属性：無属性 言語：共通語、ドワーフ語

オークの亡霊（S）2 体 レベル 3　暴れ役
中型・シャドウ・人型	 XP 各 150
hp：56；重傷値：28 イニシアチブ：＋1
AC15；頑健17、反応14、意志14 〈知覚〉＋2
移動速度：6、位相移動 暗視
完全耐性：［毒］、病気
特徴
インサブスタンシャル／非物質的

　この亡霊は、［光輝］ダメージまたは［力場］ダメージを与えるものを除くいか
なる攻撃からも、半減ダメージしか受けない。［光輝］または［力場］のダメージ
を受けると、この亡霊の次のターンの開始時までこの特徴は失われる。

標準アクション
m スペクトラル・バトルアックス／霊体のバトルアックス（［武器］、［力場］）F

無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d10＋3の［力場］ダメージ。

M ヴィシャス・ブロウ／狂猛な一撃（［武器］、［力場］）F遭遇毎
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d10＋3の［力場］ダメージ、継続的ダメージ5（セーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ。

トリガー型アクション
ゴーストリィ・ディファイアンス／亡霊の反撃F遭遇毎
トリガー：この亡霊に隣接する敵の攻撃によってこの亡霊が重傷になる。
効果（即応・対応）：この亡霊はトリガーを発生させた敵に対してスペクトラル・
バトルアックスを使用する。

【筋】 18（＋5） 【敏】 11（＋1） 【判】 12（＋2）
【耐】 16（＋4） 【知】 10（＋1） 【魅】 10（＋1）
属性：無属性 言語：共通語、巨人語
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上げること：

　ハンマーファストの大通りを急いでいると、一足
ごとに戦闘の騒音が膨れあがってくる。君たちはイ
アドラの塔の脇を抜け、大図書館へと近づく。と、突
然、亡霊の一団が近くの建物の壁を抜けて、通りへと
湧き出してくる。連中は君たちを睨み付け、脅しつけ
るかのように向かってくる。

　難易度15の〈宗教〉判定に成功した英雄たちはみな、
この亡霊たちが自らの意志でこのように行動してい
るわけではないことを見抜く。彼らは単にヴラディ
ストンに強いられて命令に従っているに過ぎない。
これらのことを見抜いたキャラクターは、冒険者が
亡霊たちのどれか1体のヒット・ポイントを0にし、
かつ破壊しなかった場合、その亡霊に対するヴラ
ディストンの制御を打ち破れるということがわかる。
そうなった亡霊は戦闘から除外される—生きてい
る者の手によって与えられた衝撃から彼らが立ち直
るにはしばらくかかるが、ともあれ—彼らはヴラ
ディストンの影響から逃れて、ハンマーファストに
留まるのである。

戦術
　ヴラディストンの意志に無理やり従わされている
ため、ハンマーファストの亡霊たちは行動の自由を
ほとんど持たない。彼らの行動には心からの熱意な
ど存在しない。ともあれ、これらの亡霊たちは、かつ
ては街の猛者—攻めるにしろ守るにしろ—であ
り、相応の戦闘経験を積んでいる。彼らは可能であれ
ば上手い戦い方をするが、英雄たちが倒れた時には、
攻撃をしようとはしない。倒れた冒険者に対して亡霊は武器を構え
るが、そこで一呼吸置いて、そのまま別の方へ向かう。これは、亡霊
たちに対するヴラディストンの支配が完全ではないことを示す手が
かりとなる。
　ドワーフの亡霊：ドワーフの亡霊は、かつてはこの墓の街を、そし
てお互いをオークの略奪から守った近衛部隊の名残である。彼らは
ドワーフにしては素早く、また、彼らの守りの弱点をカバーするため
に結集する傾向にある。英雄たちがドワーフの亡霊のうち1体を倒
したなら、他の2体は、仲間を無力化するに至った攻撃を行なった冒
険者に攻撃を集中させる。
　オークの亡霊：オークの亡霊たちはあまり洗練された戦術を持た
ない。弱い相手を見つけたなら、攻撃以外のことには目もくれずに
凄まじい攻撃を繰り出してくる。英雄の誰かが重傷になると常に、
彼らはそのキャラクターに攻撃を集中させる。冒険者の中に重傷の
者がいなければ、オークの亡霊たちは1体の目標を決め、その目標を
倒すことに専念する。

このエリアの情報
　照明：“明るい”。攻撃は昼日中、野外で行なわれている。
　樽や木箱：これらの容器は空だが、これらのマス目は“移動困難な
地形”である。
　ベンチ：これらのマス目は“移動困難な地形”である。
　噴水：噴水は “移動困難な地形” である。噴水の中に強制的に移動
させられたクリーチャーはセーヴィング・スローを行ない、失敗す
れば伏せ状態になる。
　立像：通りから像の上に移動するには、1マス余分な移動がかかる。
像は部分遮蔽を提供する。

さらなる展開
　英雄たちは、支配されたハンマーファストの亡霊の小集団をなん
とかできたものの、他の幽霊部隊たちは相変わらず街を騒がせてい
る。英雄たちがヴラディストンを止め、ネンティア谷の亡霊たちに
対する彼の支配を終わらせようと望むなら、彼らはファルディラの
もとへ行き、大図書館で彼女が見いだしたことについて知らねばな
らない。

Start Area
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セッション10：大図書館
　英雄たちはついにハンマーファストの大図書館へたどり着く。そ
こには希望が待っている—ファルディラが見いだした、知識とい
う名の希望が。
　図書館で英雄たちが出会うのは、かんしゃく持ちで赤ら顔のド
ワーフ、司書長アルザール・スクロールキーパーだ。質問をしても
答えている暇はないといったふうで、彼は本棚の列の間を次々と抜
け、慌ただしくキャラクターたちを案内してゆく。その棚はというと、
大きさも様々な本や巻物がぎっしり詰まっているのだ。やがて一行
は建物のずっと奥まった場所にある小部屋にたどり着く。そこで
ファルディラは巻物と書物の山に囲まれている。ここのところ彼女
がずっと根を詰めて仕事をしていたのは明らかだ。やつれて憔悴し
きってはいるが、英雄たちが入っていくと、彼女はにっこりと微笑む。
以下の文章を読み上げること：

　大図書館の奥深く、書物と巻物が山と積まれた部屋で、ファルディ
ラは机にかじりつくようにして、分厚い、そしておそろしく古い1冊
の本を読み解こうとしている。机の上にはもう少し小型の本が何冊
も散らばり、いずれも中ほどのページが開きっぱなしになっている。
　エルフのウィザードが顔から髪をかきあげ、深いため息をつくと、
彼女の前に開かれた本から埃が立つ。
　「見つけたわ。これを見る限りでは、サラザール・ヴラディストン
は素晴らしい英雄だったようです」

　ファルディラの物言いはややショッキングなものではあるが、彼
女の言うことは本質的に正しい。ロールプレイを通じて、あるいは
彼女自身の語りという形で、彼女は以下の情報を教えてくれる。

ヴラディストンの過去
F サラザール・ヴラディストンはかつて、ネンティア谷の冒険者

だった。彼と “しろがね団” の名で知られた彼の仲間たちは、60
年ほど昔にハンマーファスト近辺で活躍した探険家にして戦士
だった。

F ヴラディストンの妻、オルディヴィヤはこの冒険者集団の一員
だった。彼女はレイヴン・クイーンの献身的なクレリックで、し
ろがね団の癒し手兼聖職者として団に貢献していた。

しろがね団
F しろがね団は、インヴァネスの幽霊塔が初めてネンティア谷に

現れたときに、そこを探索したとして有名であった。実のところ、
インヴァネス城についてファルディラが調べた初期の文書のい
くつかは、この探索行について詳述した、とある学者の手になる
ものであった。

F 年代期を調べると、幽霊塔の中で何が起きたかが詳しくわかる。
その文書によれば、オルディヴィヤはこの探索行で死んだとい
うことである。団の面々は、オルディヴィヤの霊魂がこの場所
を守り続けられるように、あるいは神がそう思し召すのならレ
イヴン・クイーンのもとに赴けるようにと、彼女をインヴァネス
城に葬った。

F その後もしろがね団は数年にわたってネンティア谷で冒険を続
けた。サラザールはますます危険を冒すようになった。戦いを
挑まれれば、サラザールは肩をすくめ、危険を冒すのだからそれ
だけの結果は出るはずだと嘯いた。ともあれ、最終的には彼は死
後の世界でオルディヴィヤと永遠に一緒になるはずだったのだ。

F ヴラディストンの冒険行に関する最後の記録は、ドゥエルガル
に入り込まれたドワーフの僧院にしろがね団が探索に赴くとこ
ろから始まる。いつもの通り、しろがね団はその地域から悪を
一掃した。しかし、サラザール・ヴラディストンがその勝利を
分かち会うことはなかった。彼は他の団員たちを守るためにそ
の身を犠牲にしたのである。ヴラディストンの亡骸は火葬された。

時の矢
　ファルディラは、ヴラディストンの安息がさまたげられているこ
との鍵は、しろがね団がインヴァネスの幽霊塔から持ち去ったとあ
る品にある、そう自分は確信しているのだと話す。ファルディラが
しろがね団についての話を語り終えるときに、以下の文章を読み上
げること：

　ファルディラは散らかった机の上を片づけ、壁際まで歩いていっ
て古い文書を整えなおす。彼女がめくるページの中には、数々のレ
リックやアーティファクトに関することがらが記されているのを君
は目にする。そうして最後に、彼女は1本の矢が描かれているページ
を開く。
　「ドワーフたちはこの品を“時の矢”と呼んでいました。しろがね団
の探索行の間に、彼らが幽霊塔から持ち出したものです。それから
間もなく、この品は失われてしまったのですが」

　ファルディラはキャラクターたちに、ヴラディストンの死につい
て、年代期はきわめて曖昧なことしか言っていないのだと明かす。
他の冒険者たちについて、あるいは僧院探索行の初期について、それ
からヴラディストンの自己犠牲の前後の他の団員たちの死について
は詳しく書かれているというのに、この記述だけ欠落しているのは
いかにも奇妙だと彼女は言う。しろがね団の面々は件の矢をヴラ
ディストンの亡骸のもとに残し、後日取りに戻るつもりだったのだ
ろうと彼女は信じている。
　キャラクターたちが矢についてさらなる情報を求めると、彼女は
言う：

　「私が言えるのは、その矢の特性についてはまったく調べられてい
なかったということ。わかっているのは、この時の矢は単に敵を殺
すだけのものではなかったということだけです。この矢が目標に当
たると、矢の表面に埋め込まれた強力な時の魔法が、その目標をその
人生のもっとも決定的な瞬間に送り込むのです。そして目標の精髄
をその瞬間に縫い止め、破壊するのだ、と。このすさまじい武器はク
リーチャーを殺すだけでなく、それを時の中から消し去ることで、そ
れが為したことのほとんどを無に帰してしまうのです」
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館　時の矢が危険な武器であることは明らかだ。ファルディラは英雄
たちに、アイテムの力がただならぬものであることを強調しようと
する。彼女が継ぎ合わせた情報からすると、この矢が使えるような
局面はきわめて少ない。まず、この武器は生きているクリーチャー
相手に使わねばならず、またその目標の生命力が武器の魔法で破壊
できるまでに弱まっていなくてはならない—ゲーム用語で言えば、
最大ヒット・ポイントの1/4以下しかヒット・ポイントが残ってい
ない、生きているクリーチャーにしか使用できないのである。
　そう聞いた時点で、キャラクターたちは、この矢はヴラディストン
に対しては使いようがないと判断するだろう。ファルディラは頷き、
そして言う：

　「ですから、あなたがたがとるべき道はふたつあります。まず、ヴ
ラディストンを殺したものを殺す—そのクリーチャーがヴラディ
ストンを殺す前にそれを破壊してしまい、ヴラディストンの死因が
自然死であるようにするのです。あるいはその矢をヴラディストン
に渡すのです—彼がそれを幽霊塔に戻してくれることを期待して。
そうすれば塔はインヴァネスから消滅し、彼は再び妻と言葉を交わ
すことができるのです。それ以外の使い方では何の役にもたちませ
ん」

　サラザール・ヴラディストンの最期の地がどこであるか、ファル
ディラはわずかだが情報を持っている。ドゥエルガルの侵入と、そ
れにまつわる一連の不自然な地震に関する記録を、彼女は見つけだ
したのだ。その記録からすると、ドゥエルガル禍は終わったわけで
はないというのに、地震が一段落したときにはドゥエルガルは二度
と再び現れなかったということがわかる。以後、この僧院を探索し
たものはいない。そのかわり、その記録によればそこは封印され、今
後二度と使われることがないようにと、そこへ至る道も封じられた
のである。
　以上から、エルフのウィザードは、この打ち捨てられた僧院の中に
サラザール・ヴラディストンを止める鍵があると確信している。件
の幽霊が死んだ場所からその矢を取り除くことこそが、ヴラディス
トンの霊と彼の亡霊軍団を止める唯一の手だてである、と。

報酬
　ファルディラと会話をし、時の矢に関する情報を得たことで、この
セッションの終了後にパーティーは600〜800XPを追加で得る。
　さらに、ファルディラはその矢を放つためのロングボウをキャラ
クターたちにくれる（キャラクターたちが時の矢を使用することを
選択している場合に限る）。また、彼女は宝物をひとつくれる。宝物
表を1回ロールし、英雄たちが何を受け取ったか決定すること。

ヴラディストンからの警告
　ファルディラは英雄たちとの会話の後、僧院への道、中に入るため
に扉のところで言うべき合い言葉、新しい馬を貰うための署名入り
の証明書、その建物への道を守っている衛兵のところを通過するた
めの書類などをあれこれ教えてくれたり都合してくれたりする。
　彼らが大図書館を出るときも、相変わらず通りは混沌の中にある。
ハンマーファストの市民たちのほとんどは逃げ失せるか、街の、幽霊
に対して防護されている地域に避難している。
　英雄たちが僧院を目指して街を離れようとするとき、ヴラディス
トンは彼らを見とめ、追いかけてくる。彼らは幽霊に—ぎりぎり
のところでだが—先んじることができる。旅は数時間に及ぶ。彼
らは荒れた道、曲がりくねった小道を駆け抜け、暁炉山脈の奥深くへ
と入ってゆく。僧院へと続く道に入ってしまうと、英雄たちは書類
を衛兵たちに見せ、ことなくそこを通過することができる。
英雄たちが僧院に着いたら、以下の文章を読み上げること：

　君たちが駆け抜けてきたでこぼこ道は終わり、その先は大理石の
階段と、念入りに掘り抜いた入り口になっている。2枚の石扉が僧院
の入り口を閉ざしている。
　この辺り一帯が長いこと放置されていたのは明らかだ。かつては
壮麗だっただろう石組はすっかり風化している。錠の受け溝は、時
を経て積もった塵芥でいっぱいになっている。

　すっかりなじみになった人物が英雄たちのもとに現れる前に、彼
らが僧院の様子を見ておく時間を与えること。その後、以下の文章
を読み上げること：

　つかの間の山の静けさは、君たちの背後に立つ何者かの気配で突
然破られる。君たちがやってきた同じ道を、幽霊馬にまたがった幽
霊兵士が3体やってくる。その中央はほかならぬサラザール・ヴラ
ディストンである。彼は片手を挙げ、行軍を止める。
　「我が貴様らであったなら、この先には進まぬがな」耳障りな幽霊
の声が響く。「この中にあるものは、貴様らの手に余るぞ。信じろ、
我はそれを知っているのだ」

　ヴラディストンは冒険者たちを嘲るためにここにやってきたわけ
ではない。こいつらは何をしようというのだという、純粋な好奇心
に駆られたのだ。しかし、彼は僧院には近づこうとしない。いかに
英雄たちが亡霊を挑発しようとも、彼は今いる場所から進もうとは
しない。英雄たちが僧院に入っていくときも、彼は外にとどまり、中
がいかに危険かということについて再度警告しようとするだけだ。
キャラクターたちをもっとも仰天させるであろうことは、どうやら
幽霊は心底彼らの安全について心配しているらしい—そしてその
警告も真実のものらしく響くということだ。
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山の守護者
遭遇レベル3（800XP）

セットアップ
ブレイジング・スケルトン（S） 1体
グール（G）  2体
肉に飢えたゾンビ（Z） 2体

　英雄たちが僧院の入り口で合い言葉を口にすると、石の扉は壊れ
そうな音を立てて開く。さあ、第1の部屋だ。

　開始の準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
　外からの光が、僧院の入り口の向こうの小部屋の一部を照らし出
している。空中を濃密な埃が漂い、室内の何もかもが分厚く積もっ
た塵に覆われている。床はタイルでできたモザイク画で、傷ついて
はいるが、それでもモラディンの化身であるドワーフとグルーム
シュの軍勢が戦う様が描かれているのははっきりとわかる。謹厳な
僧院らしく、部屋には飾りらしきものは一切ない。

　英雄たちの全員が夜目を持っていない限り、彼らは入っていくと
き松明に明かりを灯すか、陽光棒を使用するか、あるいは明かりを灯
す呪文を使用するだろう。冒険者たちが室内に明かりを差し入れる
か、あるいはキャラクター全員が僧院に完全に踏み込んだところで、
彼らはそこにいるのが自分たちだけではないと気づく。

　上記のどちらかが起こった時点で、以下の文章を読み上げること：
　暗闇の中からよろめきだしてきたのは、腐り果てたドゥエルガル
の死体である。骨からはまだ肉がぶら下がっている。彼らが前に進
み出てくると、その目の飢えた光に君たちは一瞬催眠術にかかった
ようになる。と、突然彼らの背後で青い炎が吹きあがり、めらめらと
燃えるドゥエルガルのスケルトンが姿を現す。

ブレイジング・スケルトン（S） レベル 3　砲撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）	 XP150
hp：41；重傷値：20 イニシアチブ＋5
AC17；頑健13、反応16、意志14 〈知覚〉＋4
移動速度6 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10、［火］10；
　脆弱性：［光輝］5
特徴
O ファイアリー・オーラ／炎のオーラ（［火］）オーラ1

　範囲内で自分のターンを終了したクリーチャーは3［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）；＋8対AC
ヒット：1d6＋3ダメージ、継続的［火］ダメージ3（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）；＋8対“反応”
ヒット：2d4＋4ダメージ、継続的［火］ダメージ3（セーヴ・終了）。

【筋】 13（＋2） 【敏】 18（＋5） 【判】 15（＋5）
【耐】 17（＋4） 【知】 4（−2） 【魅】 6（−1）
属性：無属性 言語：—

肉に飢えたゾンビ（Z）2 体 レベル 4　遊撃役
中型・自然・人型（アンデッド）	 XP 各 175
hp：55；重傷値：27 イニシアチブ：＋6
AC18；頑健17、反応16、意志14 〈知覚〉＋3
移動速度：6（突撃時は8） 暗視
完全耐性：［毒］、病気
特徴
フレッシュクレイズド・チャージ／肉に飢えた突撃

　このゾンビが突撃を行なう際、そ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、即座にこのゾンビのhp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、ただし目標に突撃しているなら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。

トリガー型のアクション
デスレス・ハンガー／満たされぬ飢え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になった。
効果（アクション不要）：1d20をロールする。15以上の目が出たなら、このゾ
ンビのhpは1までしか減少しない。

【筋】 18（＋6） 【敏】 15（＋4） 【判】 13（＋3）
【耐】 15（＋4） 【知】 1（−3） 【魅】 3（−2）
属性：無属性 言語：—
装備：クラブ

グール（G）2 体 レベル 3　兵士役
中型・自然・人型（アンデッド）	 XP 各 150
hp：47；重傷値：23 イニシアチブ＋7
AC19；頑健15、反応17、意志14 〈知覚〉＋1
移動速度8、登攀4 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10
特徴
ウィークンド・パラリシス／麻痺能力劣化

　このグールが［光輝］ダメージを受けるたび、このグールによって動けない状態
または朦朧状態にされているクリーチャー1体は、それらの効果に対するセーヴ
ィング・スローを1回行なうことができる。

標準アクション
m クローズ／爪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、目標は動けない状態になる（セーヴ・終了）。

M グーリッシュ・バイト／グールの噛みつきF無限回
攻撃：近接・1（動けない状態、拘束状態、朦朧状態、または気絶状態のクリ
ーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：3d6＋4ダメージ、目標は朦朧状態になる（セーヴ・終了）。

技能：〈隠密〉＋9
【筋】14（＋3） 【敏】19（＋5） 【判】11（＋1）
【耐】15（＋3） 【知】10（＋1） 【魅】12（＋2）
属性：混沌にして悪 言語：共通語
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戦術
　このモンスターどもは60年前にここに入り込み、その後しろが
ね団に倒されたドゥエルガルたちが、アンデッド化したものであ
る。これらのアンデッドたちはとりわけ、生ける者への愛情を持
たぬままアンデッド化した。そして僧院に閉じこめられた60年、
その憎しみだけを糧に存在し続けたのである。
　スケルトン：スケルトンはグールたちを英雄たちに対する防壁と
して使い、自分は後ろにいて遠くから攻撃を仕掛けるのを好む。も
し英雄たちの誰かが近づきすぎたなら、スケルトンは退却しよう
とする。しかしいざとなれば、自分の肉体を削ってでも近接戦闘
に突入する程度には、彼は生あるものを憎んでいる。
　グール：グールたちの、命あるものに対する飢えはすさまじいも
のである。彼らはドゥエルガルとして生きていた頃の記憶を保持
してはいるが、ブレイジング・スケルトンと手を組む必要がある
ことも十分に承知している。可能なかぎり常に、彼らは戦闘で前
線を形成しようとする。
　ゾンビ：ゾンビは戦術らしきものの片鱗も見せることなく、闇雲
に最も近い敵を攻撃する。ただし、重傷でない敵よりは重傷の敵
を好む。

このエリアの情報
　照明：“薄暗い”。僧院の内部には明かりはないが、入り口から差
し込む日の光がいくぶんの照明を提供している。また、ブレイジ
ング・スケルトンのオーラは、隣接するマス目に“明るい”光を作り
出している。
　スロープ：これらのマス目は“移動困難な地形”である。これらの
マス目のいずれかに入ったクリーチャーは、難易度13の〈軽業〉判
定に成功しなければ、伏せ状態になる。
　石像：この石像は、クリーチャーに対して部分遮蔽を提供する。
　瓦礫：叩きつぶされた石像と岩がちな地面は “移動困難な地形”
である。

さらなる展開
　アンデッドと化したドゥエルガル
の死体を破壊し尽くすと、英雄たち
は建物のさらに深くまで入ってゆけ
る。英雄たちにとって幸運なことに、
僧院の奥深くに存在する魔法は、そ
れ以外の敵を僧院の入り口に押し
やっている。というわけで、英雄た
ちはダンジョンをさらに進む前に、
何の問題もなく小休憩を取ることが
できる。

Start Area

G

Z S

G

Z
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セッション11：僧院にて
　英雄たちはこの探索行を終わらせ、サラザール・ヴラディストン
との争いの解決を導くべき何ものかを捜し当てるべく、打ち捨てら
れた僧院の本館に足を踏み入れている。
　僧院の様々な箇所を調べて回るうちに、彼らはしろがね団とドゥ
エルガルたちについて、そして何故サラザール・ヴラディストンが
殺されたかについてさらによく知ることとなる。以下に述べる廃墟
の各区画には、それぞれ幽霊めいた過去のヴィジョンが漂ってい
る—この場所に “時の矢” があるためだ。区画ごとのヴィジョンは
年代順になっているが、英雄たちはどのような順番で各部屋を回ら
ないとも限らない。プレイヤーたちが物語の切れ端を継ぎ合わせ、
自分たちが見たものが何であり、また自分たちは何を求められてい
るのか理解するには多少の手助けを必要とするかも知れない。

長い回廊
　前室の向こう、英雄たちの眼前に、行ったら二度と戻って来られな
いのではないかとさえ思わせる、暗く長い回廊が暗く。以下の文章
を読み上げること：

　この長い石の回廊は、僧院の中央をまっすぐに貫いて延びている。
回廊の両脇には扉のない壁龕（アルコーヴ）がいくつかあり、それぞ
れ別の部屋へと続いている。君たちが回廊に足を踏み入れると、秘
術のエネルギーが波打ち、魔法の波が廊下を洗い始める。
　魔法の拍動が通り過ぎてしまうと、廊下はすっかり様変わりして
いる。かつては朽ちて暗かった場所は、今やよく手入れされ、腕木に
取り付けられた松明にあかあかと照らし出されているのだ。数瞬後、
冒険者の一団—いや、これは幻だ—その中にはサラザール・ヴ
ラディストンもいる—が、廊下を君たちの方へとよろめき歩いて
くる。彼らの顔つきや、ちらちらと後ろを眺める様子から、彼らが何
か恐ろしいものに追われていることがわかる。
　その中の1人、まばゆい鎧を身にまとったエラドリンの戦士が、冒
険者たちにその息がかかるほど近くで首を振る「ドゥエルガルども
があの恐ろしい後ろ盾を得たことに驚いてはならなかったのだ。と
もあれ体勢を立て直して、次はもっと注意深くやろう」
　一瞬後、ヴィジョンは消える。後には空っぽの暗い回廊が残るば
かりである。

　英雄たちが今し方見たのは、彼らが僧院の内部を探索する間にい
くつも見るであろうヴィジョンの最初のひとつである。彼らは、こ
のヴィジョンがサラザール・ヴラディストンを含むしろがね団の
面々であろうと推測するだろう。難易度22の〈歴史〉判定に成功した
キャラクターは、彼らが見たのはヴラディストンとアローレル・シ
ロシエン（エラドリンの騎士）、“三つ爪先の”ミリガン（ノームの幻影
使い）、そしてトーマス・アルダーソン（人間のウィザード）であると
確認することができる。
　それ以外には、回廊は何も隠してはいない。回廊はただ、寝室、階段、
そして瞑想室へと続いているばかりである。キャラクターたちが瞑
想室及び階段への扉を調べると、それは抜けられないようにしっか
りと封印が施されているのがわかる。難易度13の〈魔法学〉判定に成

功したキャラクターは、時の矢のいつまでも残る魔法の引き金を引
いた、生きている何らかのクリーチャーがこの僧院内にいるのでは
ないかということに思い至る。そのクリーチャーは一時的な閉鎖状
態を作り出すある種の儀式と、何らかの形で拮抗しているのだ。そ
のキャラクターはまた、封印の向こうへ行くには、この一帯を探索し、
過去に起きた出来事を再演することでこの封鎖の魔法を破壊せねば
ならないとわかる。

寝室
　かつてはドワーフの修道僧たちが、瞑想と瞑想の間の時間、この部
屋で静かに休息していた。木の寝台であったものいくつか並んでい
るが、60年の間手入れもされずに放置されていたにしては、それは
驚くほどしっかりしている。キャラクターたちが部屋に足を踏み入
れたらすぐに、以下の文章を読み上げること：

　覚えのある魔法の脈動が君たちと君たちの周囲を洗い流していっ
たかと思うと、部屋は再び姿を変える。60年かそこら昔の、寝室のあ
りさまが目の前に現れる。そこではさっき回廊でのヴィジョンにも
登場した四人の冒険者たちが集まり、傷を癒したり、あるいは傷口を
縛ったりしている。
　ノームの幻影使いは怪我をした手に包帯を巻き終えると、軽く飛
び跳ねた。彼女の口調は、ノームには珍しいほど、生真面目で陰鬱な
ものだ。
　「アクテリモスは—あいつそのものは、もの凄く危険な奴ってわ
けじゃない。けれどこんな山の奥深くじゃあ、奴の断末魔のせいで
ここから街への道がすっかり崩れてしまう。あたしたちはこの戦い
には勝てない—ハンマーファストの数知れぬ人たちを殺したあい
つもろとも、あたしたちも死ぬんじゃなきゃあ」

　ヴィジョンが消えると、キャラクターの誰かが難易度15の〈歴史〉
判定に成功すれば、アクテリモスとは、1世紀もの間ネンティア谷の
脅威でありつづけたが、約60年前に跡形もなく姿をくらました、と
ある破滅的な力を持つドラゴン（もっとはっきり言うなら、アースク
ウェイク・ドラゴン）であったことを思い出す。学者たちの中には、
しろがね団がアクテリモスを倒したのではないかと考えるものも
あったが、その仮説は証明されていないのだ—今日に至ってさえ
も。
　さらに、英雄の誰かが難易度15の〈魔法学〉判定に成功したなら、
アクテリモスのようなアースクウェイク・ドラゴンは、地盤がしっ
かりしていない土地や山岳地帯では恐ろしく危険な存在になること
がわかる。暁炉山脈にアースクウェイク・ドラゴンが巣食えば、半
径1マイル以内のすべての人と建物にとって、凄まじい脅威となる。
　寝室にはグール数体とキャリオン・クロウラーが1体棲みついて
いる。キャラクターたちが上記のヴィジョンを生起させたことで、
クリーチャーどもは気づいて動き出す。P.48の“寝室”に進むこと。

報酬
　このエリアを探索したことで、パーティーはセッションの終了時
に、追加の600〜800XPを得る。
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寝室
遭遇レベル3（750XP）

セットアップ
キャリオン・クロウラー・スカットラー（C） 1体
グール（G）   2体
飢えに駆られたグール（R）  2体

　ヴィジョンを追ってしばらくの間、英雄たちは部屋を探索し、瞑想
室や階段の封印を解く方法を探して回る。

　開始の準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
　ヴィジョンが途切れた一瞬、空気が帯電しているかのように見え
る。“時間停止の場”のため、空中に不自然な形でひっかかっていた塵
がいくつか、今度はでたらめに動き回りだす。おそらく呪文が破れ
たのだ。部屋の向こう側の壁には寝台が4つ並んでおり、それぞれに、
からからに乾いたドゥエルガルの死体がひとつずつ収まっている。

　かつて、ここに棲みついていたドゥエルガルたちが、しろがね団に
よって負わされた傷を癒すためにここで休んだのだ。彼らの傷が癒
える前に、タイム・トラップの儀式（セッション12にて詳述）が彼ら
をここに縛り付けた。僧院のこの区画では時間停止の魔法はごく弱
かったので、生きていたドゥエルガルの “保存” は不完全だった。60
年以上が過ぎて、彼らの身体はすっかり崩れ去り、その残骸がこの部
屋の中にとらわれ、そうしてグールとなったのだ。キャリオン・ク
ロウラーが1体、寝台の下の細い穴を抜けてこの部屋に棲みついた。
新鮮な肉を喰いたいキャリオン・クロウラーは穴から出るとその長
い筋張った体を小さく縮め、グールどもと一緒になって冒険者たち
を引きずり倒そうとする。

　冒険者たちがしばらく部屋の中を探索したら、以下の文章を読み上げ
ること：
　ドゥエルガルたちは動き始める—彼らがそうして初めて、君た
ちにはそれが、かつて彼らがそうであったろう姿の、青ざめて化け物
じみた複写にすぎないのだとわかる。彼らは起き上がり、飢えに衝
き動かされるように君たちに向かってやってくる。その動きに邪魔
されたとでもいうかのように、寝台のひとつの近くで、ムカデめいた
姿がひとつ、身じろぎする。

飢えに駆られたグール（R）2 体 レベル 3　暴れ役
中型・自然・人型（アンデッド）	 XP 各 150
hp：56；重傷値：28 イニシアチブ＋3
AC15；頑健16、反応15、意志13 〈知覚〉±0
移動速度8、登攀4 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
標準アクション
m クローズ／爪F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d8＋6ダメージ。

M ラヴェナス・バイト／飢えに駆られた噛みつき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：3d8＋4ダメージ、継続的ダメージ5（セーヴ・終了）。

技能：〈隠密〉＋8
【筋】18（＋5） 【敏】14（＋3） 【判】8（±0）
【耐】16（＋4） 【知】8（±0） 【魅】13（＋2）
属性：混沌にして悪 言語：共通語

グール（G）2 体 レベル 3　兵士役
中型・自然・人型（アンデッド）	 XP 各 150
hp：47；重傷値：23 イニシアチブ＋7
AC19；頑健15、反応17、意志14 〈知覚〉＋1
移動速度8、登攀4 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10
特徴
ウィークンド・パラリシス／麻痺能力劣化

　このグールが［光輝］ダメージを受けるたび、このグールによって動けない状態
または朦朧状態にされているクリーチャー1体は、それらの効果に対するセーヴ
ィング・スローを1回行なうことができる。

標準アクション
m クローズ／爪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、目標は動けない状態になる（セーヴ・終了）。

M グーリッシュ・バイト／グールの噛みつきF無限回
攻撃：近接・1（動けない状態、拘束状態、朦朧状態、または気絶状態のクリ
ーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：3d6＋4ダメージ、目標は朦朧状態になる（セーヴ・終了）。

技能：〈隠密〉＋9
【筋】14（＋3） 【敏】19（＋5） 【判】11（＋1）
【耐】15（＋3） 【知】10（＋1） 【魅】12（＋2）
属性：混沌にして悪 言語：共通語

キャリオン・クロウラー・スカットラー（C） レベル 3　遊撃役
大型・異形・野獣	 XP150
hp：51；重傷値：25 イニシアチブ：＋5
AC17；頑健16、反応14、意志15 〈知覚〉＋3
移動速度：8、登攀8（蜘蛛歩き） 暗視
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）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。ただし目標が幻惑状態なら2d8＋6ダメージ。

M テンタクルズ／触手F無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋6対“頑健”、伏せ状態の目標に対して
は＋8対“頑健”
ヒット：目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。このキャリオン・クロウラー
は目標を引き寄せながら移動速度ぶんのシフトを行なうことができる。

移動アクション
アンセトリング・スカットル／足掬う早歩きF無限回
効果：このキャリオン・クロウラーは移動速度ぶんのシフトを行なう。この移
動においては敵の接敵面を通過することが可能であり、また登攀も行なうこと
ができる。この移動の途中で敵の接敵面に初めて入るたび、その敵に対して
以下の攻撃を行なう。

　攻撃：近接・0；＋6対“反応”
　ヒット：目標は伏せ状態になる。

【筋】 18（＋6） 【敏】 13（＋3） 【判】 12（＋3）
【耐】 15（＋4） 【知】 2（−2） 【魅】 14（＋4）
属性：無属性 言語：—
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　この部屋の中にとらわれたグールたちは、確かにかつてはドゥエ
ルガルだった。しかし数十年かけてゆっくりと、飢えと渇きで死ん
でいった彼らに残されたのは、もはや自然のものとはいいがたい飢
えだけである。グールたちは純粋な飢えに衝き動かされており、英
雄たちの肉を貪り喰らいたいというその思考を伴わない欲求は、ほ
とんどゾンビと変わらぬ様相を呈している。
　グール：グールは遭遇の初期には自分から行動を遅延させる。と
いうのも、彼らは肉に飢えたグールを先行させて英雄達に取り付か
せ、彼らが最初の的になっているあいだに踏み込んで英雄達に一撃
加えようとするからである。さらに、このグールたちは英雄たちの
うちより部屋の奥に踏み込んできたものを狙い、仲間と引き離しな
がら相手が逃げられないようにする。
　飢えに駆られたグール：飢えに駆られたグールはあまり注意深い相
手ではない。飢えに駆られたグールたちはそれぞれに別の英雄に喰
らいつこうとするが、そのどちらかが相手を動けない状態にするの
に成功した場合、もう一方も動けなくされたキャラクターに目標を
変更する。
　キャリオン・クロウラー：キャリオン・クロウラーは新鮮な肉を喰
らいたいという動機で動いている。キャリオン・クロウラーは最も
近くにいるキャラクターを攻撃し、また、グールに煩わされている相
手の弱みにつけこもうとする。

このエリアの情報
　照明：僧院の中は “暗い”。もしキャラクターたちが光源を持って
いたとしたら、それが唯一の照明となる。
　寝台：この部屋の寝台は “時間停止の場” のおかげできわめてよく
保たれている。寝台はそれぞれ、そのマス目に入り込んだクリー
チャーに対して“移動困難な地形”となる。1回のマイナー・アクショ
ンで1体のクリーチャーは寝台をひっくり返すことができる。ひっ
くり返されたベッドは部分遮蔽を提供する。

宝物
　難易度13の〈知覚〉判定に成功したキャラクターは、この区画を調
べ、寝台のひとつの下に櫃があるのを見つけ出すことができる。櫃
には鍵が掛かっており、難易度13の〈盗賊〉判定もしくは難易度19の

〈筋力〉判定に成功すれば開けることができる。
　櫃を発見して開けることができると、パーティーはこのセッショ
ンの終了時に追加で250XPを得る。宝物表を1回ロールし、英雄たち
が見つけたものが何か決定すること。

さらなる展開
　英雄たちがこの部屋の中でグールを始末してしまうと、彼らは
グールたちがどうやらタイム・トラップの儀式の不完全な魔法の影
響下にあるらしきことを見抜く機会を得る。難易度13の〈魔法学〉判
定に成功したキャラクターは、このグールたちがタイム・トラップ
によって形成された、劣化した“時間停止の場”によって作り出された
と知ることができる。〈魔法学〉判定の結果が19以上だった場合、そ
のキャラクターは自分たち一行の外見も、タイム・トラップの“時間
停止の場” の影響によって急速に崩れ始めているのに気づくことが
できる。
　英雄たちは部屋を出るや否や、廊下の向かい側の瞑想室の扉にタ
イム・トラップの儀式によって仕掛けられていた封印が消滅し、部
屋に入れるようになるのに気づく。これが次のセッションというわ
けである。彼らが僧院を探索すればするほど、この建物を覆う魔法
は弱まるだろうということは、英雄たちには容易に想像がつく。
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セッション12：瞑想
　寝室の探索の後、英雄たちはすでに、彼らが探索を続ければ続ける
ほど、僧院をがっちりとつかんでいた時間停止の魔法が緩んでくる
のに気づいているに違いない。瞑想室へ続く扉の封印が解けている。
英雄たちはその部屋を調べ、さらにその向こうの吹き抜けになった
階段まで行き、そうして彼らの求める “時の矢” へと至る更なる道を
見いだす機会を手に入れたのだ。

瞑想室
　この部屋はかつて、ドワーフたちが悟りを求めて日々を過ごすた
めの、平和と静謐に満たされた場所であった。しかしこの部屋の現
状から判断するに、ここは恐ろしい戦いの場でもあったようだ。以
下の文章を読み上げること：

　瞑想室に入って行くや否や、部屋の後ろ側に数体のドゥエルガル
がいるのを目にして君たちは息を飲む。しかし、彼らが戦闘に加わ
るはずもないことを君たちはすぐに悟る—というのも、この怪物
どもは60年の時にも触れられることなく、時の中に凍り付いている
からである。
　再び魔法の脈動が君たちを打ち、そして眼前の光景は変形する。
先ほどのヴィジョンに現れた人間のウィザードが仲間たちの前に立
ち、何か説明しているふうである。
　「これがあればアクテリモスとドゥエルガルどもを制圧できる、と
いう儀式を私は用意してきている。引き金が引かれれば、その魔法
はこの僧院のほとんどを—ああ、すべてではないのだが—そし
て地下の洞窟を覆い尽くす。魔法は捕らえたものすべてを時の中
に凍りつかせる。我々の敵どもは年を取ることも死ぬこともなく
なるが、周囲の世界に影響を及ぼすこともできなくなるのだ」

階段
　英雄たちがいったん寝室と瞑想室をタイム・トラップの儀式の
束縛から解放してしまうと、彼らはかつて階段への入り口を閉ざし
ていた魔法の障壁を、通り抜けることができるようになる。石の階
段が粗く切り出された石室へと続いているが、それはむしろ自然洞
窟といったほうがいいようなありさまだ。再び魔法の脈動が、英雄
たちにヴィジョンを見せる。

　薄汚いでこぼこになった階段は、洞窟の中へと下りていく、明る
く照らされた吹き抜けつきの階段に変わる。階段の一番上には生
前のサラザール・ヴラディストンの姿があり、仲間のエラドリンの
肩をぴしゃりと叩いたところ。
　「行け」ヴラディストンは言う。「我は残ってドラゴンと一騎打ち
だ」
　エラドリンの騎士は渋面を作って頭を振る。「これは自殺行為だ。
貴君もわかっているはずだ」
　ヴラディストンは肩をすくめ、剣を鞘走らせる「たぶんな。だが
我がオルディヴィヤと最後に会ってから、もうずいぶんになるのだ。
他の者たちを連れ、トーマスのタイム・トラップが作動する前にこ
こを立ち去れ。そのときにはアクテリモスは我とことを構えており、
怪物め、逃げるにはもう遅いということだ」
　「ならば、せめて“時の矢”を貴君のもとに」エラドリンは言う「こ
れがあれば、貴君が生き延びる道も見つかるやもしれぬ」

　冒険者たちはこれで、パズルの最後のピースを手に入れた—す
なわち、ヴラディストンは彼の仲間たちを救い、アクテリモスとドゥ
エルガルどもを確実にタイム・トラップに取り込むために死んだの
だという知識を。
　さらに重要なのは、どのようにしてヴラディストンが死んだのか
知ることで、それは、冒険者たちが時の矢の使い方について、どのよ
うにするのが良いのかつかむための好機ともなる。—ヴラディス
トンを滅ぼしたいのか、彼と取引をしたいのか。この時点において、
英雄たちは “時の矢” が歴史を変え得るということは認識していなけ
ればならない。もしアクテリモスがいまなお僧院の地下の洞窟で魔
法に囚われているとすれば、この矢でもってアクテリモスを“過去に
おいて”殺し、一連の出来事を変えてしまうことができる。その結果
ヴラディストンはドラゴンに殺されることはなくなり、そしてネン
ティア谷をさまよう苦渋に満ちた亡霊にはならなくなるのである。
さて、パーティー一行は僧院の地下の洞窟へと下り、“時の矢”を取り
戻し、アクテリモスを倒さねばならない。
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遭遇レベル2（700XP）

セットアップ
ドゥエルガルの衛兵（G） 2体
ドゥエルガルの斥候（S） 2体

　僧院の瞑想室で、魔法の脈動が60年前にトーマス・アルダーソン
によって仕掛けられたタイム・トラップの一部を妨げる。4体のドゥ
エルガル—どれほどの時が経ったのか、誰も理解してはいな
い—が解放される。

　英雄たちが瞑想室でのヴィジョンを見終わったら、次の文章を読み上
げること：

　ヴィジョンが消えると、そこはまた薄暗い、長いこと人の手の触れ
ていない僧院に変わるが、君の目の前で何かが動く。ヴィジョンが
映るまでは時の中に閉じ込められ、凍り付いていたドゥエルガルが、
多少ふらつきながら歩き始める。彼らはしばらくの間、どうしたも
のかと逡巡しているが、突然すばやく君たちのほうを向いて武器を
構え、襲い掛かって来る。

このエリアの情報
　照明：僧院のその他の部屋と同様に、ここで明かりといえば、英雄
たちの持ち込んだ光源のみである。
　祭壇：この祭壇は、かつてはモラディンに捧げられていたもので
ある。祭壇の、石像のしつらえられている部分は遮断地形である。
祭壇のそれ以外の部分は“移動困難な地形”である。ドワーフ（ドゥエ
ルガル以外）は、祭壇に隣接しているとき、攻撃ロールおよびダメー
ジ・ロールに＋1のボーナスを得る。
　瓦礫：洞窟の天井の一部が崩落し、“移動困難な地形” を作り出し
ている。
　甕

かめ

：これはかつては水を入れていたものだろうが、今は空である。
このエリアは“移動困難な地形”である。

戦術
　ドゥエルガルは残忍で野蛮である。彼らにとっては、しろがね団が
僧院にやってきてから時間は全く経っていない。目の前の英雄たち
はしろがね団ではなさそうだが、ともあれ侵入者には違いあるまい。
　衛兵：衛兵は好戦的な戦士で、英雄たちめがけて突っ込んできては、
額を突き合わせての接近戦を挑む。衛兵はそれぞれ異なった英雄を
目標として選ぶ。
　斥候：斥候は隠密と、目に見えなくなる魔法の使い手である。彼
らは戦場の、なるべく周縁部にいようとする。そこでなら彼らは安
全に不可視化できる。そうして英雄たちの目をごまかしておいて、
その後飛び出してきて攻撃を仕掛けるのだ。

宝物
　難易度19の〈知覚〉判定に成功したキャラクターは、祭壇の中に隠
し場所があることを発見する。隠し場所を見つけたたことで、パー
ティーはこのセッションの終了時に、追加で250XPを得る。宝物表
を1回ロールし、英雄たちが見つけたものが何か決定すること。

ドゥエルガルの衛兵（G）2 体 レベル 4　兵士役
中型・自然・人型、ドワーフ	 XP 各 175
hp：58；重傷値：29 イニシアチブ＋6
AC20；頑健17、反応15、意志15 〈知覚〉＋4
移動速度5 暗視
抵抗：［毒］5、［火］5
標準アクション
m ウォーハンマー（［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：1d10＋6ダメージ。
効果：この衛兵は、目標の次のターンの終了時まで、目標をマークする。

マイナー・アクション
インファーナル・アンガー／地獄の憎悪（［火］）F再チャージ 5 6

　このドゥエルガルの近接攻撃は4の追加［火］ダメージを与える。また、このド
ゥエルガルに隣接していた敵が移動したなら、このドゥエルガルは即応・対応
として1マスのシフトを行なえる。いずれの効果もこのドゥエルガルの次のター
ンの開始時まで持続する。

R インファーナル・クウィルズ／地獄の毒針（［毒］）F遭遇毎
攻撃：遠隔・3（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ、目標は継続的［毒］ダメージ5を受け攻撃ロールに−
2のペナルティを受ける（セーヴ・両方とも終了）。

技能：〈地下探険〉＋9
【筋】14（＋4） 【敏】15（＋4） 【判】15（＋4）
【耐】18（＋6） 【知】10（＋2） 【魅】8（＋1）
属性：悪 言語：共通語、深淵語、ドワーフ語
装備品：チェインメイル、ウォーハンマー

ドゥエルガルの斥候　2 体 レベル 4　奇襲役
中型・自然・人型、ドワーフ	 XP 各 175
hp：48；重傷値：24 イニシアチブ＋8
AC18；頑健18、反応16、意志16 〈知覚〉＋9
移動速度5 暗視
抵抗：［毒］5、［火］5
特徴
シャドウ・アタック／影からの攻撃

　このドゥエルガルを見ることができない目標に対し、このドゥエルガルの攻撃
は4d6の追加ダメージを与える。

標準アクション
m ウォーハンマー（［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：1d10＋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）；＋9対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。

アンダーダーク・スニーク／アンダーダークの闇討ち屋F無限回
効果：このドゥエルガルは、次の自分のターンの終了時になるか、あるいは攻
撃を行なってヒットまたはミスするまでの間、不可視になる。

マイナー・アクション
R インファーナル・クウィルズ／地獄の毒針（［毒］）F遭遇毎
攻撃：遠隔・3（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d8＋4ダメージ、目標は継続的［毒］ダメージ5を受け攻撃ロールに−
2のペナルティを受ける（セーヴ・両方とも終了）。

技能：〈隠密〉＋9、〈地下探険〉＋9
【筋】13（＋3） 【敏】15（＋4） 【判】14（＋4）
【耐】18（＋6） 【知】10（＋2） 【魅】8（＋1）
属性：悪 言語：共通語、深淵語、ドワーフ語
装備品：チェインメイル、ウォーハンマー、クロスボウ、ボルト10本入りのケース

さらなる展開
　この部屋の敵を掃討してしまった後、英雄たちは階段の上の階（訳
注：現在いる階）の探索を続けようとすることもできる。それを終
えてしまって初めて、彼らは僧院の地下の洞窟に降りてゆくことに
なるだろう。
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セッション13：時の矢
　僧院地下の洞窟へと降りていく間に、英雄たちは、しろがね団が執
り行なったタイム・トラップの儀式の結果であろう、時の流れの乱
された跡を数多く見る。以下の文章を読み上げること：

　階段は粗く切り出された岩穴の中を下りて行き、自然洞窟へと繋
がってゆく。山の奥深く、洞窟の中には、厳冬の冷気が封じ込められ
ている。壁や床には氷が張りつめ、このあたり一帯を恐ろしく歩き
づらくしている。

崩落 レベル 3　精鋭　危険要因
物体	 XP	600
感知：〈知覚〉難易度15 イニシアチブ：マルチプル・ターンズを参照
hp：—
AC：—、頑健：—、反応：—、意志：—
完全耐性：ダメージ、強制移動、すべての状態
特徴
マルチプル・ターンズ／複数のターン

　“崩落”の危険要因はイニシアチブ20、15および10で、計3回行動する。こ
の危険要因は上記のそれぞれのイニシアチブカウントでターンを得る。イニシ
アチブカウント15では、“崩落”は、チョーキング・ダストを使用する。

アンステイブル・テレイン／不安定な地形
　クリーチャーは“崩落”のマスに入ることはできるが、そのマス目はすべて“移
動困難な地形”である。クリーチャーが“崩落”のマス目で移動アクションを終
了した場合、そのクリーチャーはセーヴィング・スローを行なわねばならず、失
敗すれば伏せ状態になる。

標準アクション
アタック／攻撃F無限回
効果：1d6を2回ロールする。“崩落”はその出目に対応する2つの場所にいる
クリーチャーすべてに対して攻撃を行なう。それぞれの数字にどのマス目が対
応するかについては戦術マップを参照のこと。
攻撃：近接・0（対応する場所にいるすべてのクリーチャー）；＋7対“反応”
ヒット：1d10＋5ダメージ、および目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。
　セーヴ失敗・1回目：目標は拘束状態になる（セーヴ・終了）。

マイナー・アクション
チョーキング・ダスト／息詰まる埃F無限回（1ラウンド1回；マルチプル・ター
ンズを参照）
攻撃：近接範囲・爆発・特殊（“崩落”の中にいる、あるいは“崩落”から2マス
以内にいるクリーチャーすべて）；＋7対“頑健”
ヒット：1d6＋3ダメージ、および継続的ダメージ5（セーヴ・終了）。既にその
目標が継続的ダメージを被っていた場合、継続的ダメージは5増加する。

対抗手段
F	通路を開ける：〈運動〉難易度13。成功：判定を行なったキャラクターに隣

接するキャラクター1体は1マス横滑りできる。
F	もがく：〈運動〉あるいは〈持久力〉難易度13。成功：判定を行なったキャラク

ターは、減速状態あるいは動けない状態（訳注：拘束状態の誤りと思われる）
に対して1回のセーヴィング・スローを行なえる。

F	息継ぎの補助：〈治療〉難易度13。成功：判定を行なったキャラクター、もし
くは判定を行なったキャラクターに隣接する1体のキャラクターは、継続的ダメー
ジに対して1回のセーヴィング・スローを行なえる。

F	予測：〈地下探検〉難易度13。成功：判定を行なったキャラクターおよびその
味方すべては、次の判定を行なったキャラクターのターンの終了時まで、すべて
の防御値に＋2のボーナスを得る。

　このエリア一帯には、戦闘の痕跡が消えることなく残っている。
冒険者たちは斬撃の痕も生々しいドゥエルガルの死体を見るかもし
れない。そこらじゅうに数十年前の血痕が飛び散っているが、それ
はいまだにぬらつき、滴り落ちんばかりである。英雄たちが様々な
場所を通り過ぎるたびに、魔法が脈動し、その場に封じられた時の情
景を解き放つ。

　タイム・トラップの儀式を破壊しても、特に害はない—英雄た
ちが、アースクウェイク・ドラゴンのパワーがダメージを発生させ
得る場所に到達するまでは。英雄たちが、アクテリモスが閉じ込め
られている場所の手前にたどり着いたら、すぐに以下の文章を読み
上げること：

　僧院の下の地下洞窟を移動していった君たちは、大きく開けた場
所に出る。この部屋は一見したところ空っぽのようだ—が、そこ
を通り抜けていくうちに君たちは、小石や垂直に落ちる埃の線が空
中に留まっているのに気づく。これは、タイム・トラップの儀式が
発動する直前に、何らかの振動によってこれらの塵芥が緩み、そのま
ま今も空中に留まったままでいるのだと君たちは理解する。

　この時点で、キャラクターたちが現れたことによって生じた魔法
の脈動は、タイム・トラップを無効化する。このことにより、英雄た
ちは危険—現在進行中の崩落—のまっただなかに置かれること
になる。“崩落”の危険要因は、関連するマップ上に示すとおり、6つ
の2×2マスの空間から成る。

　英雄たちが、ドラゴンのアクテリモスがタイム・トラップの儀式
に捕らえられているまさにその場所にたどり着いた瞬間、崩落は収
まり、彼らはいくぶんか回復のための時間を得る。以下の文章を読
み上げること。

　前方の氷に閉ざされた空間は、巨大なアースクウェイク・ドラゴン、
アクテリモスとその手下であったドゥエルガル数体を封じ込めてお
り、彼らは皆タイム・トラップの儀式の中に留められている。彼ら
を封じ込めていた魔法はどうやら消えつつあるようだ。とはいえ、
儀式が完全に消えうせるまでには数分の猶予がありそうだ。ほんの
僅かな干渉でさえも、ドラゴンの解放を加速してしまいそうではあ
るが。

1
2

3 4 5 6
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　キャラクターたちはおそらく休憩を選択するだろう。イベント中、
彼らがドラゴンを攻撃したり、あるいは部屋の周囲を調べようとし
たりした場合、このクリーチャーを封じている時間停止の魔法の消
滅が加速していくことを説明すること。儀式が完全に消滅するまで、
この部屋の中のクリーチャーを傷つけさせてはならない。
　“時の矢” は、アクテリモスの隣のヴラディストンの死体の手に握
られている。必要なようであれば、英雄たちに、彼らの目的はあの矢
を手に入れることであることを思い出させてやること。その後、彼
らはその矢でアクテリモスを殺す（ドラゴンの残余ヒット・ポイン
トが最大ヒット・ポイントの1／4を下回った時点で）か、それをサ
ラザール・ヴラディストンに渡すか選択することができる。
　儀式が終了したら、P.54の殺戮者の殺害に進むこと。

宝物
　遭遇終了後、瓦礫の中を調べていて難易度13の〈知覚〉判定に成功
したキャラクターは、かつてドゥエルガルの司令官だった白骨死体
を発見する。ドゥエルガルの司令官は、この大破壊の中でも壊れず
に済んだらしき品物をひとつ持っている。
　白骨死体を見つけたことで、パーティーはセッション終了時に追
加の250XPを得る。宝物表を1回ロールし、英雄たちが何を見つけた
か決定すること。

冒険の結末
　英雄たちが“時の矢”を使用した場合、彼らがハンマーファストに戻
ると、住民の誰ひとりとして、何か異常事態が起こったという認識を
抱いていないことがわかる。“時の矢” のおかげで、ハンマーファス
トの市民たちは、ヴラディストンや亡霊軍団、そしてこの冒険の間に
英雄たちが経験したあれこれについて、全く知らずに済んだのであ
る。ファルディラは本来の時間軸と、それが変わって生じた今現在
の状況の双方について、完全に記憶している—これは彼女が“時の
矢”について研究していたこと、そして彼女自身の秘術の力量によっ
て得られた結果である。
　英雄たちが “時の矢” をサラザール・ヴラディストンに渡したなら、
彼はその言葉が真実であったことを示す。彼はそのレリックを持っ
てインヴァネスに帰る。そうすると塔は彼の前に入り口を開き、彼
が矢を塔に再び納めた瞬間、塔は消滅する。そしてヴラディストン
は妻との再会が許されるのである。
　とはいえ、ネンティア谷に亡霊軍団は跋

ば っ こ

扈しており、奈落の疫病と
いうもっと恐ろしい脅威も不気味に存在している。奈落の疫病につ
いては、ダンジョンズ・アンド・ドラゴンズの小説、Don Bassinth-
waite著の『The Temple of Yellow Skull』から始まるシリーズで読む
ことができる。
　来週からDungeons & Dragons EncountersTMの新シーズンが開始
するが、君はいつでも今回の冒険を復活させることができる。ネン
ティア谷を舞台とした我々のプロダクト—HammerfastTM、Dun-
geon Master’s KitTM、およびMonster VaultTM：Threats to the Nentir 
ValeTMをチェックしてみてほしい（いずれも未訳）。
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殺戮者の殺害
遭遇レベル2または3（702または1,002XP）

セットアップ
ドゥエルガルのごろつき（T） 8体
アクテリモス（A）
サラザール・ヴラディストン（“戦闘中のイベント”を参照のこと）

　遭遇を開始する準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
　君たちは、これまでに目にしたのと同じ魔法の脈動を見る—そ
して同時に室内が一気に動き出すのを。ドラゴンとドゥエルガルた
ちは一瞬戸惑うが、すぐに戦いのために再び身構える。
　アクテリモスが振り向いたとき、その傍らにぐしゃぐしゃに潰れ
たサラザール・ヴラディストンの亡骸が見える。そして、その手に
しっかりと握り締められているのは、紛れもなく“時の矢”だ。

アクテリモス レベル 4　精鋭　兵士役
大型・元素・魔獣（地、ドラゴン）	 XP350
hp：118；重傷値：59 イニシアチブ：＋7
AC20、頑健17、反応16、意志14 〈知覚〉＋5
移動速度：8（地渡り）、穴掘り4、飛行4 暗視、振動感知10
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
O クウェイキング・アース／震える大地Fオーラ1

　オーラ内にいる敵がこのドラゴンを目標に含まない攻撃を行なったなら、その
敵は倒れて伏せ状態になり、5ダメージを受ける。

標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d8＋3ダメージ。

m クロー／爪F無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ。

M ダブル・アタック／2回攻撃 F無限回
効果：このドラゴンはバイトとクローを1回ずつ使用するか、クローを2回使用
する。

M アースン・モー／地の顎
あ ぎ と

門F再チャージ 6
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：1d10＋6ダメージ、さらに目標は拘束状態になる（セーヴ・終了）。
　セーヴ失敗・1回目：目標は拘束状態ではなく石化状態になる（セーヴ・
終了）。

マイナー・アクション
C ライジング・トレマーズ／地震激化F再チャージ：ターンの開始時にクウェ
イキング・アースが“オーラ1”であるなら
効果：クウェイキング・アースの範囲が“オーラ3”に拡大する。このドラゴン
の次のターンの開始時に、クウェイキング・アースは“オーラ5”に拡大する。
さらにその次のターンに、このドラゴンは以下の攻撃を行なう。
攻撃（アクション不要）：近接範囲・爆発5（爆発内の敵すべて）；＋8対“反応”
ヒット：2d8＋4ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になり、立ち上がることができ
なくなる（セーヴ・終了）。
効果：クウェイキング・アースのオーラは最初の段階と大きさ（オーラ1）に戻る。

トリガー型アクション
サドン・クウェイク／突然の激震F無限回
トリガー：このドラゴンが押しやり、引き寄せ、横滑りされるか、倒されて伏せ状
態にされる。
効果（フリー・アクション）：このドラゴンのオーラ内にいるすべての敵は倒れ
て伏せ状態になる。

【筋】 17（＋5） 【敏】 16（＋5） 【判】 16（＋5）
【耐】 19（＋6） 【知】 15（＋4） 【魅】 13（＋3）
属性：無属性 言語：共通語、始原語、竜語

ドゥエルガルのごろつき（T）8 体 レベル 4　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型	 XP 各 44
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＋4
AC16；頑健17、反応15、意志14 〈知覚〉＋4
移動速度5 暗視
抵抗：［毒］5、［火］5
標準アクション
m ウォーハンマー（［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：8ダメージ。

マイナー・アクション
R インファーナル・クウィルズ／地獄の毒針（［毒］）F遭遇毎
攻撃：遠隔・3（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：6ダメージ、継続的［毒］ダメージ2（セーヴ・終了）。

【筋】14（＋4） 【敏】15（＋4） 【判】15（＋4）
【耐】18（＋6） 【知】10（＋2） 【魅】8（＋1）
属性：悪 言語：共通語、深淵語、ドワーフ語
装備品：チェインメイル、ウォーハンマー

戦術
　このドラゴンは傲岸不遜であり、直接手を汚す仕事はドゥエルガ
ルに任せればいいと思い込んでいる。
　ドゥエルガルのごろつき：このごろつきどもは、アクテリモスに献
身する無私の戦士である。彼らはためらうことなく英雄たちの前に
飛び出し、ダメージにも一切頓着しない。
　アクテリモス：アクテリモスは手下たちが突撃して、英雄たちと自
分との間の防壁となるのを当たり前のことだとしか思っていない。
ドラゴンは自分のオーラを形成する間、下がっている。
　サラザール・ヴラディストン：もしサラザールが戦いに加わるなら

（“戦闘中のイベント”を参照）、彼は“時の矢”を手にしているキャラク
ターのみを執拗に狙う。もしそのキャラクターが気絶したなら、彼
は矢を取り、そして英雄たちには勝手に戦わせておいてその場を離
れる。

戦闘中のイベント
　戦闘中に、冒険の結末を決定する要因となるイベントがいくつか
発生する。

　英雄の誰かが亡骸の手から“時の矢”を取るか、あるいはアクテリモス
が重傷となったら、以下の文章を読み上げること：
　サラザール・ヴラディストンが洞窟の入り口に現れる。彼の目は
化け物じみた光を放っている。彼はじっと矢を凝視し、それから君
たち全員に向き直る。
　「思い出したぞ」彼は言う「いかに我がオルディヴィヤの姿を見た
いと望んでいたかを。貴様らがその矢で何をするつもりかは承知し
ている—が—どうか我が身を過去に送り返さないでくれ。あの
時に戻ること、再び彼女なしで過ごすことは、我には耐えられぬ。頼
む」

　ヴラディストンは、アクテリモスと戦っている真っ最中のキャラ
クターたちに話しかける。彼はキャラクターたちに、この矢を使っ
てアクテリモスを殺すのはやめてくれと頼むが、一方でキャラク
ターたちがこの矢を彼に渡すと約束しない限り、自分の亡霊軍団を
手放す気もない。彼はこの矢を幽霊塔に戻したがっている。このレ
リックを塔に戻したなら、再びオルディヴィヤに会えるだろうと
思っているのだ。過去であろうと現在であろうと、彼女なしで生き
ることは彼には耐え難いのだ。
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矢　もし、キャラクターたちがヴラディストンに矢を渡すと約束した

なら、彼は戦いに加わり、アクテリモスと戦う。キャラクターたちが
約束を破ったり、彼に矢を渡すことを拒んだりした場合、ヴラディス
トンはキャラクターたちの敵として戦闘に加わる。

　アクテリモスのヒット・ポイントが29以下となった場合、以下の文章を
読み上げること：
　君たちが攻撃を畳み掛けるにつれ、ドラゴンの動きは緩慢になっ
ていく。その体に刻まれた傷は、ドラゴンを “時の矢”の一撃でしと
められるほどに弱らせているのが見て取れる。

　矢を持っているキャラクターは、1回のフリー・アクションとし
てドラゴンに対して矢を射掛けることを選択することもできる。先
行する攻撃がドラゴンを明らかに殺してしまっていた場合でも、時
の矢のほうが先に射掛けられたことになり、かつ自動的にヒットす
る。

　英雄の誰かがアクテリモスに矢を射掛けたら、以下の文章を読み上げ
ること：
　矢は凄まじい勢いでドラゴンめがけて飛び、その胸に命中する。
部屋全体が一瞬まばゆく輝き、一瞬後、アクテリモスの姿は数十年を
経てぼろぼろになった骨と変わる。
　サラザール・ヴラディストンの顔が歪む。怒りではなく、悲しみ
のために。幽霊の顔が薄れて消えてゆくとき、君たちは彼のささや
きを聞く。
　「ただ、オルディヴィヤに会いたかった……」

　矢は、アクテリモスがヴラディストンを殺す寸前で、ドラゴンの生
命を絶った。その結果としてヴラディストンは過去において生き延
び、再び仲間たちとの合流を強いられ、余生を悲しみのうちに過ごす
こととなったのだ。

このエリアの情報
　照明：僧院内部の他の部分と同様に、このエリアも “暗い”。唯一
の光源はキャラクターたちが持っているもののみである。
　凍った水たまり：これらのマス目に入りこんだクリーチャーは、難
易度13の〈運動〉判定を行なわねばならない。失敗した場合、伏せ状
態になる。
　凍りついた岩：これらのマス目は遮断地形である。ただし、難易度
13の〈運動〉判定に成功したキャラクターは岩の上に上ることがで
きる。
　凍りついた石筍：これらのマス目は部分遮蔽を提供する。
　砕かれた氷：これらのマス目は“移動困難な地形”である。

サラザール・ヴラディストン（V） レベル 3　精鋭　兵士役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）、ヒューマン	 XP300
hp：67；重傷値：33 イニシアチブ：＋4
AC19；頑健16、反応13、意志14 〈知覚〉＋1
移動速度：6；位相移動 暗視
完全耐性：［毒］、病気
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
O ドラッグ・イントゥ・デス／死への誘いFオーラ1

　ヴラディストンに隣接して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。

インサブスタンシャル／非物質的
　ヴラディストンは、［力場］ダメージを除くいかなるダメージ源からも、半減ダメ
ージしか受けない。

アンリレンティング・ブリゲイド／緩み無き軍団
　ヴラディストンから5マス以内にいる味方のhpが0に減少し、その味方もまた
この特徴を持っていたなら、ヴラディストンは次の自分のターンの終了時まで
攻撃ロールに＋2パワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m スペクトラル・ロングソード／霊体のロングソード（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
効果：ヴラディストンの次のターンの終了時まで、目標がヴラディストンを目標に
含まない攻撃を行なったなら、目標はヴラディストンからの機会攻撃を誘発す
る。

r スペクトラル・クロスボウ／霊体のクロスボウ（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

M スペクトラル・フラリー／霊体の連撃F無限回
効果：ヴラディストンはスペクトラル・ロングソードを2回使用する。ただし、
それぞれの攻撃の目標は別々のクリーチャーでなければならない。

C ヴェンジャンスドリヴン・フューリィ／復讐鬼の猛攻（［武器］）F再チャージ 5 
6
攻撃：近接範囲・爆発1（爆発内の敵すべて）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
ミス：半減ダメージ。
効果：目標は伏せ状態になる。

技能：〈威圧〉＋11、〈歴史〉＋8
【筋】 19（＋5） 【敏】 13（＋2） 【判】 11（＋1）
【耐】 16（＋4） 【知】 10（＋1） 【魅】 16（＋4）
属性：悪 言語：共通語
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■ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版　D&D エンカウンターズTM・アドベンチャー
　『亡霊軍団の進撃』

日本D&D Dncountersボランティアの会
翻訳：滝野原南生、塚田与志也、野村平
翻訳協力：桂令夫、柳田真坂樹

■『亡霊軍団の進撃』は、2011年に開催された、D&D EncountersTM のアドベンチャー『March 
of the Phontom Brigade』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6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。

● セッションで直接に使用するための出力（プリントアウト）を除き、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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　事の起こりは、あの謎めいたインヴァネス城の廃墟に新しい
村を築いて移住するための探索行にすぎなかった—そこか
ら、冬越村からハンマーファストまでの命あるものすべてを脅
かす、一連の事件が始まったのだ。ネンティア谷の皆が皆、
インヴァネスが開けた場所になるのを喜ぶわけではない。そ
して、亡霊軍団の名で知られた死霊の一群を指揮するサラザ
ール・ヴラディストンの霊こそ、インヴァネスが開けた場所に
なることを憎む、その筆頭なのである。

　『亡霊軍団の進撃』は、公式プレイ・プログラムである
D&Dエンカウンターズ・シーズン用にデザインされたアドベン
チャーです。このD&Dアドベンチャーには、13回のすぐ遊べ
る遭遇（1回のセッションに1遭遇ずつ遊ぶことを想定してい
ます）を運用するためにダンジョン・マスターが必要とする情
報、ならびに様々な遭遇の状況を記載したフルカラーの折りた
たみ式バトルマップが含まれています。

老兵は消えず


