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はじめに
　素晴らしき公式D&Dプログラム、D&Dエンカウンターズ TM へよ
うこそ。本アドベンチャーは、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ものだ。

D&D Nextをテストする
　本シーズンのD&Dエンカウンターズには、オプションとしてオ
ンラインのコンポーネントが含まれており、これを使えばプレイ
ヤーやDMはゲームをD&D Nextのプレイテストとして遊ぶことが
できる。これに参加するには、以下の5つのステップを順次行なう
こと。
1．君が会場にする店に来ているプレイヤーたち、およびD&Dエン

カウンターズのオーガナイザーと話をすること。そして本シー
ズンのゲームをD&D Nextのプレイテストとして遊ぶことに興
味を持つ者が何人ぐらいいるか、そしてD&D第4版として遊び
たい者が何人ぐらいいるかをそれぞれ把握すること。プレイヤー
の興味がどうなっているかを勘案し、他のDMとも相談して、（君
を含む）すべての参加者が自分の好む版のゲームを確実に遊べる
ように調整すること。

2．君と君のプレイグループがD&D Nextのマテリアルを使用したい
ということになった場合、dndnext.com からプレイテストに登
録すること。

3．プレイテストのパケットをダウンロードし、文書をひととおり
通読すること。特に、“How to Play” と “DM Guideline” のファイ
ルは丁寧に読むこと。

4．『Storm over Neverwinter』のconversion notesをプリントアウ
トし、通読すること。このファイルにはアドベンチャーをD&D 
Nextにコンバートするための手引き、ガイドライン、そしてデー
タ・ブロックが記載されている。

5．本アドベンチャーをしっかり理解すること。これでD&D Nextの
ゲームを運営する準備は完了だ！

訳注：D&Dの次の版は「D&D第5版」ではなく「D&D Next」と呼ばれ
ている。D&D Nextのプレイテスト版に公式の日本語版は存在しな
いので、日本人向けのエンカウンターズではテストプレイを行なう
のは（参加者全員が英語に堪能でない限り）不可能である。

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。

セッション1の開始前に：
◆ 『冒険の背景』と『冒険の概略』のセクションに目を通し、物語の

大まかな流れをつかむ。
◆ P.8のセッション1：『ご婦人の苦難』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。
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最初のセッションの卓に着いたときに：
◆ 全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。dndencounters.comからダウンロー
ドできるキャラクターでもいいし、D&Dのルールに従って自分
で作成したものでもよい。

◆ プレイヤー全員に D&D エンカウンターズ・プレイ記録用紙
（D&D Encounters Play Tracker）を配る。このシートはプレイ・
キットに含まれ、プレイヤーはこれにそれぞれのセッションで
獲得した宝物や経験点を記録することになる。

◆ オーガナイザーからセッション記録用紙（session tracking 
sheet）を受け取る。君のWPN（またはDCI/RPGA）ナンバーと共
にプレイヤー全員のナンバーを記録すること。君やプレイヤー
の誰かがWPNナンバーを持っていない場合は、オーガナイザー
に頼んでメンバーシップ・カードを貰うこと。

セッション中：
◆ D&Dエンカウンターズの1回のセッションは1回の遭遇からな

る。その週のセッションとして指示された遭遇についてのみ、
DM を行なうこと。1 遭遇にかかる時間は一般的に 90 分から 2
時間である。

◆ ゲームを面白くするように決定を下し、裁定を行なうこと。プ
レイヤーがより楽しめるよう、君はDM としてアドベンチャー
に適宜調整を加えることができる（『グループの変更』を参照）。

最初のセッションの終了時に：
◆ 冒険者たちが望むなら小休憩を取らせる。ただし彼らのその日の

状況を忘れずに記録させること。消費した回復力、使用した［一
日毎］パワー、その他の［一日毎］リソースは、セッションとセッ
ションの間には回復しない。それらが回復するのは各章の終了時
のみである。プレイヤーたちがD&D エンカウンターズ・プレイ
記録用紙に彼らの情報を間違いなく記載するよう気をつけること。

◆ 宝物と経験点を与える。プレイヤーが報酬を D&D エンカウン
ターズ・プレイ記録用紙に確実に記載するよう気をつける。

◆ 君のセッション記録用紙をオーガナイザーに返却する。全ての
DCI/RPGA ナンバー、および氏名、そしてイベントの日付を確
実に記載すること。

第1章の終了時に：
◆ 冒険者たちは大休憩を取り、回復力、ヒット・ポイント、一日

毎パワーをすべて回復する。また、各人が保有するアクション・
ポイントは1 にリセットされる。

◆ 数セッションのDMを経験してしまえば、次のセッションの準
備は簡単だ。次のセッションに関する記述を読み通しさえすれ
ば準備完了である。

宝物
　キャラクターたちが先へ行くに従って、金貨や貴重品、それに魔
法のアイテムといった宝物の獲得の機会が生じる。キャラクターた
ちが宝物を発見したときは、アドベンチャー内に記載されている説
明に従って処理すること。キャラクター間で宝物を分けるには、以
下のルールを用いる。本アドベンチャーで登場する魔法のアイテム
は、『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ』、『ヒーローズ・オ
ヴ・フォーゴットン・キングダムズ』、および『モルデンカイネンの
魔法大百貨』に記載されたものである。

　報酬としての魔法のアイテム：キャラクターたちが、消費型でない
魔法のアイテムを見つけると、プレイヤーたちは誰がどれを受け取
るか決定する。特定のアイテムは特定のキャラクターにふさわしい
ということになることが多いので、たいていの場合、その決定はそ
う難しくはない。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
の中に欲しがる者が誰もいなかった場合、そのパーティーは『ルー
ルズ・コンペンディウム』P.277〜P.278に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。
売却益はパーティーのメンバーの間で均一に分配すること。

ランダムなアイテム
　特定されていない魔法のアイテムを決定するには、以下の表に従
うか、あるいは冒険者たちのグループの必要に応じて表の中から選
択すること。カッコ内の数字は、表の下に示された当該アイテムの
出典を示している。

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

成長
　遭遇の終了時に、君は経験点と宝物を与える。各遭遇の『報酬』の
項目には、キャラクターたちが獲得する経験点の合計値が記されて
いる。この合計値には、遭遇に対して与えられるものに加えて、探
索行動や物語に関して与えられるものも含まれている。（パーティー
の人数やプレイヤーの参加人数によらず）キャラクターたちはみな、
同じだけの経験点を獲得する。プレイヤーは自分が獲得したものを
D&D エンカウンター記録用紙に記入する。
　レベルアップ：D&Dエンカウンターズのプレイでは、プレイヤー
が複数回のレベルアップを経験できるように、経験点を通常よりも
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多く与えるシステムを採用している。すべてのセッションに参加し
たプレイヤーのキャラクターは、セッション3の開始時にはレベル
4 に、セッション 5 の開始時にはレベル 5 に、そしてセッション 7
の開始時にはレベル6に成長する。

キャラクターの変更
　プレイヤーはD&Dエンカウンターズのシーズン中にキャラクター
を変更することができる。変更を望むプレイヤーは、これまでのキャ
ラクターと同レベルの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装備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
を4減らして次のセッションの開始時に持ってくるか、あるいは同
じレベルの新たなキャラクターで開始することとなる。それ以外に
はキャラクターの死によるペナルティはない。

冒険の背景
　君はキャラクター作成のセッションの間に以下の背景を読み上げ
るなり説明するなりしてもよいし、キャラクターたちをいきなり現
場に放り込んだうえ、質問が出てきたらそれに答えるという形で状
況を説明してもよい。
　野蛮な北方の荒れ果てた沿岸部に栄えたフロンティアの都市ネ
ヴァーウィンターは、大災害に次ぐ大災害によって荒廃しきったが、
それでも滅びはしていない。ダガルト・ネヴァレンバー卿――国際
都市ウォーターディープの公開ロードにして帝国主義的な商人――
は、自身をネヴァーウィンターの守護卿と名乗った。そして実際に
彼は、20年前にこの都市を叩き潰した大地震の後、まだ人が住む
部分をゆっくりと再建し、また外敵から守っているのである。
　ネヴァレンバー卿の安定した治世、そして交易にほとんど制限を
設けず関税も安いという彼の政策も手伝って、商人たちや長期滞在
者たちは都市に戻ってきた。その商人たちの中には、自身の商船の
停泊地をこの街に求めたコアミアのエルデン・ヴァーガスや、南方
から香料や素晴らしい織物を運んでくる、カリムシャンの優雅なる
レイディ・サラ・ニドリスなど、はるか遠くからやってくる異国の
交易人たちも含まれていた。
　ネヴァレンバー卿は確かに成功している。が、都市の大部分は未
だに手つかずで荒れ果てたままであり、壁の割れ目、岩の裂け目に
は危険が潜んでいる。ネヴァーウィンターを脅かす最もあからさま
な脅威といえばサーイから送り込まれた連中だが、下水や東の大き
な森の影ではライカンスロープどもがうろついているという噂だし、
その上、強力なデヴィルの狂信集団――アシュマダイの存在も。
　ここ数ヶ月というもの、アシュマダイの活動が急に活発化してい
る。毎日、新しい家の壁や柵に、彼らが崇めるところの神であるア
スモデウスのしるしが、血で描かれ、あるいは焼きつけられている。
そしてまた新たな噂が持ち上がっている――最近頻発する失踪事件
は件

くだん

の狂信者どものしわざなのだ、と。ごく普通の市民が寝室から、
あるいは路上で拉致され、後日、身体にアスモデウスのしるしをつ
けられた状態で見つかる、という事件だ。被害者たちの命には別条
はない――が、彼らはもう以前の彼らではない。いったん捕えられ
た被害者たちは、肉体的にも精神的にも恐ろしい傷を負わされてい
る。“やつら” がネヴァーウィンターの平和を本格的に脅かし始める
前にこの誘拐事件の真相までたどり着けるかどうかは、勇敢で強い
PCたちにかかっている。
　その一方で、ネヴァーウィンターの再建を危うくしかねない、恐
るべき嵐がやってこようとしているのだ。

冒険の概略
　その経緯はともあれ、冒険者たちはネヴァーウィンターを脅かす
誘拐事件にまきこまれることになる。そしてついに彼らは、アシュ
マダイはこの事件の手先として使われていただけに過ぎなかったこ
とを明らかにする。この拉致事件の背後に潜む黒幕は商人にして魔
道士のエルデン・ヴァーガスであり、そして彼は発狂した妻、カリ
スをヘルム砦から救い出しその狂気を癒そうとしていたのだ。冒険
はやがて、大聖堂の屋上、“嵐の目” というべき空間での最終決戦へ
と導かれる。
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キャンペーンの変更
　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。1回か2回、セッションを飛ばすプレイヤーも
いるかもしれないし、数セッションを別のDMのもとで遊んできたプレ
イヤーもいるかもしれない。これは一向に構わない。新規のプレイヤー
にはこれまでにどんなことが起きているかをざっと説明すること。また、
最後の大休憩からこれまでに、そのプレイヤーのPCが消費ずみのリ
ソース（回復力や一日毎パワー等）をきちんと記録しているかどうかを
確かめること。
　多数決：アドベンチャーのプロットのある部分が、冒険者たちが以
前のセッションで下した決断に左右されるものであり、そして現在の
セッションを遊んでいるメンバーの一部は以前と異なっているというよ
うな場合、個々のプレイヤーすべてについて、どのような判断を下して
きたかを調べる。多数決を取り、結果が同数となった場合は冒険者
たちにとってより好ましい結果となっているものを採用する。例えば
君の卓の5人のキャラクターのうち3人がセッション2でレイディ・ニド
リスの息子を救出しており、2人がしていなかった場合、今週の君の
セッションにおいては彼は救出されているものとして扱う。

戦術的配置
　このアドベンチャーでは、個々の遭遇について、モンスターの配置や
キャラクターたちの開始エリアを含む戦術的セットアップの一例を提
供している。それぞれの遭遇の戦術マップは、その遭遇のセットアッ
プのほんの一例を示しているに過ぎない。モンスターや冒険者たちの
トークンを配置するにあたって、マップ上に示された場所では適当で
ないと思えた場合、君はその配置を変更することができる。君たちの
冒険がどのように遊ばれてきたかという物語の流れこそが、キャラク
ターやクリーチャーの配置を決定する決め手となるべきだ。例えば、
あるキャラクターがこっそりとモンスターたちの背後に回りこんだので
あれば、そのプレイヤーのトークンないしフィギュアを適切な位置に配
置させるべきなのだ。



第1章
　PCたちは誘拐事件のことを知り、アシュマダイの狂信者どもと
戦いながら進み、そうして最終的に、かつてはウォー・ウィザード
であった有名な商人であるヴァーガスの誘拐を食い止める。ネ
ヴァーウィンターの西の海上では恐るべき大嵐が吹き荒れており、
それはまもなくこの街を直撃しそうだ。
　セッション1：PCたちは、ネヴァーウィンターで商業を営むカリ
ムシャン人のレイディ・ニドリスがアシュマダイに襲われる瞬間に
居合わせる。彼らは襲撃者たちを討ち払い、そしておそらく彼女を
家まで送ることになる。家に着くと彼女の息子のザーンの姿が消え
ている。アシュマダイに誘拐されたのだ（妻の狂気を治せるかどう
か試すために、ヴァーガスは生きた肉体を必要としている）。
　セッション2：PCたちはアシュマダイのアジトからザーンを救い
出すが、彼の身体にはアスモデウスのしるしが刻まれている。パー
ティー一行は、街で起きている同様の一連の誘拐事件について知り、
またそれが“拷

トーメンター

問官”の名で呼ばれる男に率いられているとも知る。
　セッション3：誘拐事件について調査しているとき、PC たちは 1
人の士官に出会う。彼はPCたちにその調査は危険だからやめるよ
うにと言ってくる。そうやって話しているうちに、2体のデヴィル
が襲いかかってきて、そのうえ一見普通に見えた宿の客たちが発狂
しはじめる。戦闘終了後、冒険者たちが調べてみると、発狂したも
のたちはみなアスモデウスのしるしをつけられていることがわかる。
ヴァーガスの精神を操る魔法が発動し、彼の犠牲者が街中で “活動
開始”したのだ。
　セッション4：街の人々が何の脈絡もなく発狂し、周囲の人々を襲
い始める。彼らはみな身体にアスモデウスのしるしをつけられてい
る。ニュー・ネヴァーウィンター（訳注：ネヴァーウィンターを再

生させようとする、ネヴァレンバー卿を中心とした派閥）の兵士た
ちは被害者たちを治療のためにヘルム砦に送る。ヴァーガスの家で
冒険者たちはアシュマダイのならず者、および呪縛されたデヴィル
と対峙する。ヴァーガスは冒険者たちの側について狂信者どもと戦
い、以後の冒険者たちの信頼を勝ち得ようとする。彼は妻のカリス
を見舞うためにヘルム砦に行きたいと言う。また、発狂した犠牲者
たちを治す手伝いもしようと申し出る。

第2章
　パーティー一行は誘拐こそ阻止できたかもしれないが、おそるべ
き勢力がヘルム砦を掌握してしまっている。ヴァーガスは精神を
操って自分の言うことを聞くようにした人々によるちょっとした軍
勢を作り上げており、街にいかなる危険が及ぼうとも妻を解放しよ
うとしている。その一方、嵐はその勢力を最大限にしつつヘルム砦
を直撃する。
　セッション5：PCたちはヘルム砦から助けを求める手紙を受け取
る。調査に赴いた彼らを、修道院の “あるじ”である “拷問官”の命令
に従って動く1人の侍僧が邪魔する。真の脅威に立ち向かうために
は、PCたちは修道院に潜入する道を見つけねばならない。中に入っ
た彼らは様々な“患者”たちと関わりつつ、ヴァーガスこそが“拷問官”
であることを明らかにする。
　セッション6：ヴァーガスはヘルム砦の “預言者” を精神の戦闘に
よって倒すが、英雄たちとは戦おうとせず、“患者”数名とグリーン・
ドラゴンのカルティリファクスを含むさっきこしらえたばかりの
“精神の奴隷” たちに自分たちの退路を守らせておいて、妻とともに
塔へと逃げようとする。
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　セッション7：PCたちはヴァーガスを追うが、嵐が階段を破壊し、
彼らはエレメンタル・クリーチャーやカリスの嵐の魔法に対処しつ
つ、塔に上る別の手段を探さざるを得なくなる。最終的に彼らは、
嵐に力を与え続けるカリスを守っているヴァーガスを見つけ出す。
いよいよ最終戦闘の幕が切って落とされる。
　セッション8：PCたちはヘルム砦の尖塔の上で、ヴァーガス、カ
リス、そしてカルティリファクスと対峙する。ヴァーガスが倒され
ると彼の精神を操る魔法の力は消え、人々は自身の意志を取り戻し、
街から狂気の病は消え去る。もしカリスが生き残ったなら、彼女は
かつての正気の名残を取り戻し、自分のために夫がかくも堕落し、
かくも多くの人々を傷つけたことを嘆く。

ネヴァーウィンターの特徴
　ネヴァーウィンターは、プレイヤーたちが一瞬ごとに物語にのめ
り込み、その選択でもって物語を推し進めていけるようにデザイン
されたセッティングである。プレイヤー・キャラクターたちは、自
身のために、あるいは “北方” の人々のために、もしかしたらさらに
広範囲の人々のために、ものごとを決定していくことになる。以下
はネヴァーウィンター・セッティングの重要な特徴を説明するもの
である。

英雄が日々を変えていく
　ネヴァーウィンター・キャンペーンのPCたちは、良いものにし
ろ悪いものにしろ、人とは異なったことをし、変化を作り出してい
く。英雄たちの敵が神話級の脅威であり、英雄たちが戦う相手はそ
の敵の手下ばかりであるようなセッティングではない。好むと好ま
ざるとにかかわらず、冒険者たちは自立した存在であり、重要なの
は“冒険者たちが何をしようとするか”なのだ。

フロンティア的感覚
　ネヴァーウィンターが破壊されたことにより、“北方” は過去数世
紀よりもさらに荒れ果てた地となった。人々は都市を再建はしたが、
法の届く範囲は広くはなく、また秩序も未だ不安定だ。街への食糧
の出荷ひとつが絶望的な対立や大掛かりな事件に発展しかねないほ
ど、ものごとのありようは単純化している。このような場所では
PCのような個々人がすべてをまとめる楔とならなければならない
――さもなければ荷車の車が外れるように、すべてがばらばらに
なってしまう。

陰謀だらけ
　誰もが何かを欲している――PCたちもそうだし、普通の人々も、
秘密の狂信者集団も、革命家たちも、傭兵たちも、侵入者も、暗殺
者も、征服者も、掠奪者も、王になろうとする者も。ネヴァーウィ
ンターには多くの組織があり、それぞれに何かを企む多くのNPCた
ちがいる。英雄たちはその集団すべてと交渉可能であり、秘められ
た策謀を明らかにし、その誰かとは友誼を結び、また別の誰かとは
敵対し、誰かと誰かを対立させ、あるいは誰かと誰かの間を取り持
つことになる。味方は敵になり得るし、敵も友に変わり得る――す
べてはプレイヤーたちの決定次第だ。

物語は進む
　多くのセッティングがその世界のことを説明し、その世界がそう
いったものであり続けるように規定する。重要な個人はそのセッ
ティングに必要不可欠であり、PCたちには手の届かないところに
いる。ネヴァーウィンターは違う。PCたちが何もしなくても、そ
れでも事件は起こる。もし彼らがセッティング中の重要人物を殺す
ようなことがあったとして――物語は終わらない。もっと面白くな
るだけだ。
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この悪役は何ものか？
　エルデン・ヴァーガスは最近ネヴァーウィンターに移住してきた
コアミアの商人であり、この街において大いに成功を収めてい
る。彼はがっしりとした体つきの、中年の魔道士だ。戦闘訓練を
受けているのは明らかで、常に陽気に振舞うが、その裏には思い
やりのなさと暴力への偏愛が潜んでいる。
　かつてはパープル・ドラゴンのウォー・ウィザードであったヴァー
ガスは、人の心を操るのにすぐれ、しばしば精神的な拷問を実行
してきた。彼の相棒にして妻でラシュメン人の魔女であるカリス
はわずかながら慈悲心の持ち合わせがあり、そして元素の力を
操るのにすぐれていた。王の敵を排撃せんとする情熱に導かれ、
ヴァーガスはやりすぎた――自身の精神の力を強めるために、ア
スモデウスと契約を結んでしまったのだ。だが彼の行状は上官
の知るところとなり、他のウォー・ウィザードやコアミアの宮廷魔
術師たちはヴァーガスを攻撃した。この戦闘でカリスの精神は引
き裂かれ、そして彼女とヴァーガスはコアミアを脱出した。
　病んだ妻を助け、またいずれ復讐を成し遂げるために、ヴァー
ガスはソード・コーストで活躍する大商人となった。彼の成功の
一部はその天性の魅力と冷徹なまでの商才のなせるわざであっ
たが、一方で彼の精神を操る魔法の力に拠るところも大きかっ
た。もともと彼の魔法は決して気持ちのいいものではなかった
が、彼がアスモデウス信仰に転向したことによって、彼の精神の力
は犠牲者により一層おおきな傷を与えるようになった。彼の精神
攻撃を一度でも受けたものは、燃え盛る火と悪魔じみた哄笑の
悪夢を見る破目になった。精神的なトラウマにさらされ続けた彼
らは、やがて奇怪で危険な行動を示し始めた。ヴァーガスは自分
と似たアシュマダイの人々を見出した。アスモデウスへの信仰を
同じくする人 と々彼は同盟を結び、尋問者として自らを売り込んだ
のである。
　夫とともにネヴァーウィンターに着いたころにはカリスはさらに
悪化し、モルダイ・ヴェル（アシュマダイの指導者）は治療のため
に彼女をヘルム砦に送ることを提案した。ヴァーガスは一度はそ
れに同意したが、するとモルダイはカリスに対して優位に立つた
めにその状況を利用しようとし始めた。狂信者たちの指導者は
ヘルム砦の責任者たちに取り入り、ヴァーガスをヘルム砦に入ら
せないようにしたのである。カリスに会えなくなったヴァーガスは、
彼女を救出しようと自分の勢力下のアシュマダイの小集団を使
い、市民を誘拐しては妻の狂気を治せるかどうかの実験を彼ら
に対して行ない始めた。彼の実験は、健常であった精神を修復
不可能なほどに破壊した。ヴァーガスはまた、自分の敵であるア
シュマダイの連中に濡れ衣を着せるため、犠牲者にアスモデウス
のしるしを彫りつけたのである。



セッション0：キャラクター作成
　本シーズンのD&Dエンカウンターズでは、最初のセッションは
プレイヤーたちにキャラクターを作成させることを目的としている。
今シーズンでは、プレイヤーたちは種々のルールブックとDragon
誌を含め、すべての第4版の公式製品を使用してPCを作成してよい。
　これまでのD&Dエンカウンターズのシーズンと異なり、プレイ
ヤーたちはシーズン開始時に 3 レベルの PC を作成する。『Lost 
Crown of Neverwinter』に参加したプレイヤーは、そこで使用した
PCを引き続き使うことができる（それまでにXPを得ていることか
ら、彼らはこのアドベンチャーを、他のPCたちと同じ3レベルで
開始することになる）。このようなPCは”ネヴァーウィンターの英雄”
との名声を獲得しており、この都市の住民のほとんどに対して、【魅
力】に基づく判定に＋2のボーナスを得る。ただし、レイディ・ニ
ドリスと本アドベンチャーに登場する敵に対して行なう判定を除く。
　もし『Lost Crown of Neverwinter』から引き継いだPCが4レベル
に達していたなら、プレイヤーはDMの同意があれば、本シーズン
でも4レベルのそのPCで遊び始めることができる。その場合、難
易度調整の手引きを参考にして遭遇の難易度を上げることを考える
こと。　
　セッション0に参加できなかったプレイヤーは、どこかで別にPC
を作成してくることもできるし、dndencounters.comにてオンライ
ンで提供している作成済み PC のどれかを使用することもできる。
プレイヤーはそれぞれのセッションごとに自分のPCを持ってこな
くてはならない。
　シーズンの途中から参加するプレイヤーは、セッション2から合
流する場合は3レベル、セッション3または4から合流する場合は
4レベル、セッション5または6から合流する場合は5レベル、そ
してセッション7または8から合流する場合は6レベルのPCを作成
しなければならない。
　レベル3から開始するキャラクターはそれぞれ2レベル以下の魔
法のアイテムを1つ、3レベル以下の魔法のアイテムを1つ、そし
て4レベル以下の魔法のアイテムを1つ所持している。そのうちレ
アアイテムであってよいのは1つだけである。PCはその他のアイテ
ムを購入するために680gpを持っているが、購入するもののうち消
費型アイテムは2つまでに限られる。4レベルまたはそれ以上から
開始するPCについては、『ダンジョン・マスターズ・ガイド第4版』
のP.143を参照のこと。

種族
　プレイヤーは公式の第4版のルール内で使用可能な任意の種族の
PCを作成することができる。

クラス
　プレイヤーは公式の第4版のルール内で使用可能な任意のクラス
のPCを作成することができる。

冒険の舞台としてのネヴァーウィンター
　ネヴァーウィンターはフロンティアの都市だ。この都市はここ数
世紀というもの災難に遭い続け、人の手によって作り出された疫病、
都市の機能を麻痺させるような戦火、自然災害、さらには征服者た
らんと野望を抱くものたちに苛まれ続けてきた。そしてそれらは何
であれ、暴力的な歴史によって生み出されたものなのだ。

　ここに住む人々の背景は様々で、出身地もフェイルーンじゅうに
わたる。そういった人々にこの都市は安全な住処を提供している。
オークの群から逃げ出してネヴァーウィンターの壁の中に守りを求
めたものがいるかと思えば、信仰ゆえの迫害を逃れてきたものもい
る。新参者が金か、それとも労働力をもたらす限り、ネヴァレンバー
卿は誰であれ受け入れる。また、ネヴァーウィンターの近くには、
ヘルム砦の大聖堂もあってこれが人々を引き付けている――この修
道院は暴走魔法で傷ついた人々の治療に献身しているのだ。
　ネヴァーウィンターでは、PCたちは数え切れない冒険の機会に
出くわす。ネヴァレンバー卿は常に新たな戦士を雇い入れたがって
いる――壁の中でもまだ住民が少ない地区に潜むモンスターどもか
ら街を守るために、また壁の外をうろつくモンスターの群や海賊ど
もから街を守るために。商人たちや貴族たち、またそれ以外の有力
者たちは、失われた貴重品や都市での立場を取り戻すために、ある
いは侵入してきたモンスターどもを追い出すために、それともライ
バルを蹴落とすために、しばしば犯罪者まがいの連中を雇わざるを
えなくなる。例えばオグマ教会のような様々な宗教の司祭たちは、
住民の心と魂を勝ち得ようとしている。そしてまた、この数世紀間
続いている騒乱の奥深くには、遥か昔に失われた秘術魔法の秘密が
今も隠されているといわれている。

ネヴァーウィンターのテーマ
　PCを作成するにあたり、『ネヴァーウィンター・キャンペーン・
セッティング』に掲載されたキャラクター・テーマを使用すること
を強く推奨する。本セクションには、プレイヤーたちにアイデアを
与えるのに役立つようなテーマごとのフックやヒントを記載する。
　ネヴァーウィンター・ノーブル（ネヴァーウィンターの貴族）：今起こっ
ている誘拐事件はネヴァーウィンターにとって明らかな今そこにあ
る危機であり、またこの都市を守ることこそが君の最優先事項だ。
また、この事件は、味方とするに足る人々に君自身を売り込むチャ
ンスかもしれない。
　オグマズ・フェイスフル（オグマの篤信者）：誘拐犯どもは何らかの
精神に影響を及ぼす魔法を使い、犠牲者たちの記憶を変えてしまっ
ている。この力について研究することは、知識の神の栄光を高める
のに役立つだろう。
　デッド・ラット・ディザーター（死鼠団の脱走者）またはハーパー・
エージェント（ハーパーの密偵）：陰謀こそ我が人生――とはいうもの
の、何やら本当にねじくれたものが今回の事件に関わっていると君
は感じずにはいられない。路上の噂からすると、どうやら新たな勢
力がネヴァーウィンターにやってきたようだ。となれば、真実を探
らねばならない。
　イリヤンブルーエン・ガーディアン（イリヤンブルーエンの守護者）：君
はほとんどの定命のものたちよりも魔法の存在に敏感であり、また
遥か離れた場所で荒れ狂う嵐にも気付いた――何か暗い、破壊的な
ものが動き始めている。
　ウスガート・バーバリアン（ウスガートの蛮族）またはパック・アウト
キャスト（群を追われたもの）：精霊たちが落ち着きなくざわめいてい
る。恐るべき災害が近づいていると警告を発している。君の夢には
風が吹き荒れ、稲光がひらめき続けている。
　エア・オヴ・デルザウン（デルザウンの嗣子）：数日前、とあるドワー
フ貴族が姿を消した。君と会見し、ゴーントルグリムを捜すという
君の使命について話し合おうという矢先だった。彼は――他の多く
の人々と同様――誘拐されたのではなかろうかと君は疑っている。
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　レネゲイド・レッド・ウィザード（レッド・ウィザードの脱党者）：ア
シュマダイはサーイに従うものだが、今現在、彼らは勝手な行動を
取っているように思える。この状況は、君のかつての主のお気に入
りのイヌどもを一掃するいい機会になるかもしれない。
　サイオン・オヴ・シャドウ（影の末裔）：ネザリルにいた頃から、君
は拷問の後遺症がどのようなものになるかよく知っている。そして
誘拐事件の犠牲者たちには、真の主の尋問の技術に晒された痕跡が
まざまざと見えるのだ。
　デヴィルズ・ポーン（デヴィルの手駒）：君にもアシュマダイの犠牲
者たちとおなじしるしがある。が、今まで君は、こんなしるしを負
いながら邪教集団に巻き込まれずにいるのは自分ひとりだと思って
いた。
　スペルスカード・ハービンジャー（呪痕を負う先触れ）：自分の呪痕
を通して、君はヘルム砦に巣食う狂気を感じ取る。そして君はそれ
が、ネヴァーウィンターを大混乱の淵に押しやりつつ、街中に広まっ
ていくのをも感じ取る。
　ブレガン・ドゥエイアゼ・スパイ（ブレガン・ドゥエイアゼのスパイ）：
アシャマダイが事を進めているのは、ネヴァーウィンターを支配す
るためである、かのように見える。だが物事には表と裏がある。もっ
と他の狙いがないとは限らない。ブレガン・ドゥアイアゼは君がこ
の状況に注意を払い続けておくことを望んでいる。

キャラクター・フック
　1人以上のPCに対し、以下のフックを用い、ここに記された出来
事を組み込んだ“背景としての物語”を持たせることを考えてみること。
1．君は悪党どもの戦闘があったらしき場所に出くわした。そこで

は数多くの死鼠団の連中が殺されていたのだが、彼らの体には
いずれもアスモデウスのしるしが刻まれていた。しかしアシュ
マダイの死体はまったくなく、目の前の死体がどこかから運ん
でこられたような様子もなかった。死鼠団のほとんどは武器を
抜いてさえいなかった。もし、アシュマダイの連中が対抗勢力
である悪党どもと戦った挙句無傷のまま立ち去ることが可能
だったとするなら、彼らはよほどの強力な武器を持っているに
違いない。アシュマダイどもが無辜の人々を殺し始める前に、
君は真実を見つけ出さねばならない。

2．君の友人の 1 人が最近失踪した。彼は数日後に再び姿を現し、
その体にはアスモデウスのしるしが刻まれていた。彼は恐ろし
い経験に傷ついていたが、それ以外の身体的な外傷は負ってい
なかった。それからまもなく、君は友人が奇妙な行動を取るよ
うになり、気分も不安定になったことに気付いた。君は彼が前
とは違ってしまったのを見て取った。これはあの誘拐事件と関
係があるに違いない。あるいは、君自身が誘拐事件の被害者と
なっており、そして自分の記憶に空いた穴を埋めねばならぬ破
目に陥っているのだ。

3．件の誘拐事件に怯えたカリムシャンの商人レイディ・ニドリス
は、自分がネヴァーウィンター内の商用で出かけるときに護衛
について欲しいと君に頼んだ。報酬は高くはなかったが、もっ
と大きな仕事が見つかるまで酒と宿に困らないだけの額ではあ
る。もちろん誘拐犯どもを捕まえられたなら、さらなる報酬に
だってありつけるだろう。

4．魔法によって引き起こされた狂気の手当てを受けるためにヘル
ム砦に行っている君の家族が、君に何度か奇妙な手紙を送って
寄越した。そこに書かれていることのほとんどは脈絡のないた
わごとだったが、それぞれにアスモデウスのしるしがくっきり
と記されているのだった。誘拐犯どもを捕まえられたなら、そ
こから家族の治療のための手がかりが見つかるだろう。

5．君は夜毎、悪夢に悩まされている。気の狂ったような女の叫び
声が響き渡る中、風が逆巻き稲光が閃く大嵐の中に浮かんでい
るのだ。目覚めるたびに、真っ黒な嵐が吹き荒れているのでは
ないかと思いながら窓のところに飛んで行くのが君の日課と
なっている。そしてとうとう、今朝、君ははるか彼方から、夢
に見たとおりの嵐がやってくるのを目にする。災難がやってく
る。備えなければならない。
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キャラクター作成の手助け
　プレイヤーがPCのコンセプトを決めるのに手助けを要した場
合、以下の質問をしてみること。

1．あなたのPCは貴族の戦士ですか？
　ネヴァーウィンター・ノーブル（ファイター／パラディン）もしくは
エア・オヴ・デルザウン（ドワーフ）を勧めること。

2．あなたのPCは都市住まいのならず者ですか？
　ハーパー・エージェント（ローグ）もしくはサイオン・オヴ・シャ
ドウ（シェイドのローグまたはウィザード）を勧めること。

3．あなたのPCは盗賊もしくは傭兵ですか？
　ブレガン・ドゥエイアゼ・スパイ（ドラウのローグまたはレン
ジャー）もしくはデッド・ラット・ディザーター（ローグ）を勧めること。

4．あなたのPCは秘術の呪文の使い手ですか？
　デヴィルズ・ポーン（ウォーロック）もしくはレネゲイド・レッド・ウィ
ザード（ウィザード）を勧めること。

5．あなたのPCは異世界の出身者または風変わりな人物ですか？
　イリヤンブルーエン・ガーディアン（エラドリン）もしくはスペルス
カード・ハービンジャー（ウィザード）を勧めること。

6．あなたのPCは質素な服を着て野外で過ごすタイプもしくは
原始のキャラクターですか？
　ウスガート・バーバリアン（バーバリアン／レンジャー）もしくは
パック・アウトキャスト（レンジャー）を勧めること。



第1章： 
 
アシュマダイの印
　アシュマダイ（アスモデウス教団）から息子を救出しようとする商
人を手助けした冒険者たちは、ネヴァーウィンターにおいてここ数
週間の間に頻発している誘拐事件を調査することになる。そして
PCたちは、エルデン・ヴァーガスなる人物――実のところ、彼こ
そがこの誘拐事件の黒幕なのだが――を拉致しようとしているカル
ト教団員たちと対決することになる。

セッション1：御婦人の苦難
　このセッションは夕暮れ時のネヴァーウィンターで始まる。雨が
しとしと降り続き、海からはかすかに風が吹いてくる。そしてPC
たちは雨宿りのため、守護卿地区の西側の崖近くに浮かぶ地片にあ
る“月長石の仮面亭”にいる。

　セッションの開始時に以下の文章を読み上げること：
　ネヴァーウィンター周辺の天候は刻一刻と悪化しています。沖合
い10kmほどの場所で恐ろしい嵐が発生しつつあり、この街に住む
賢者たちの予測によると数日の内に街は嵐に襲われるとのこと。そ
れに備えて、すでに物資はぎりぎりまで節約されています。他の多
くの人々と同じく、皆さんもネヴァーウィンターの宿屋の1つで嵐
をやり過ごそうとしているところです。
　今晩、月長石の仮面亭は種々多様な宿泊客がごったがえしていま
す。労働者に商人、政治家に旅人などなど。雨粒が屋根を打ちつけ、
雨戸の外で風が吹きすさぶのが聞こえます。この宿は “地片” と呼ば
れる、宙に浮かぶ巨大な岩の塊の上に立っているのですが、風が吹
くたびに岩全体がかすかに揺れ、地片を地面に縛り付けている頑丈
な鎖がギシギシときしんでいます。
　この地片と守護卿地区の西の崖との間にはロープ橋が渡されてい
ます。橋を渡った正面に月長石の仮面亭の玄関があり、玄関を入っ
た先は40 人分の客席を備えた酒場になっています。宿の後ろ側に
は柵に囲まれた庭園があって、宿泊客たちに見事なパノラマと気晴
らしを提供しています。宿の2階には10以上の客室が並んでいます。
　皆さんはそれぞれ個室を取っており、この先1 ヶ月ぶんの宿泊代
を先払いしてあります。

　PCたちに、他のPCおよび酒場にいる他の客たちとやりとりする
時間を与えること。
　評判の良い宿屋の常として、月長石の仮面亭の宿賃はやや高めで
あり、街の守護卿であるダガルト・ネヴァレンバーと友好な関係を
築いているとの噂である。守護卿に仕えるミンターン傭兵団の兵士
たちの幾人かもこの宿屋に泊まっている。そしてPCたちはこの宿
屋を活動拠点にしているという設定だ。月長石の仮面亭についての
詳細な情報は『ネヴァーウィンター・キャンペーン・セッティング』
のP.142を参照されたい。

宿の人物たち
　冒険者たちが月長石の仮面亭で出会う可能性のあるノンプレイ
ヤー・キャラクター（NPC）のリストを以下に示す。プレイヤーたち
に、PCと以下の面々との会話シーンをロールプレイするよう促し
てみよう。

◆ レイディ・サラ・ニドリスはヒューマンであり、祖国を追われたカ
リムシャン人の商人である。彼女は商談のためにこの宿を訪れ
ている。装いは優雅で物腰も洗練されており、何ごとにも動じ
ない視線であらゆるものの価値をじっと見定めている。シーン
冒頭では、彼女は部屋の隅の席に座って、マントをはおった男
と静かに話をしている。やがて男は眉をひそめるような様子を
見せ、立ち上がって彼女の元を離れる。PCがそつなく話しかけ
たなら、ニドリスは先ほどまで話していた相手のことを、コア
ミア人の商人でエルデン・ヴァーガスという名前だと話す。こ
の2人はビジネス上の好敵手であり、今回は交渉が不成立に終
わったとのこと。ニドリスは誘拐事件の噂については触れたが
らず、PCたちがその話題に固執すると貝のように口を閉ざして
しまう。彼女はこのセッションで発生する戦闘において重要な
位置を占める。

◆ 剣士長ムルン・ホランは筋骨隆々としたドワーフの戦士であり、
ネヴァレンバー卿の腹心であるセイバイン将軍の信頼厚き相談
役である。将軍が任務で外出している間、ホランは月長石の仮
面亭に残っている6人ほどのミンターン傭兵団員たちを指揮す
ることになっている。ホランは上官への献身がちっとも報われ
ていないと感じており、暖炉の近くの安楽椅子で酒におぼれて
いる。PCが彼に対して友好的に近づくか、腕っ節の強そうなと
ころを見せて感銘を与えたなら、彼はそのPCを信頼し、セイバ
イン将軍に対する個人的な感情の一端を打ち明ける。戦闘が始
まった後、泥酔している彼は何の役にも立たない。

◆ セッジはおしゃべりなハーフリングの男性の吟遊詩人であり、
PCたちにもほがらかに挨拶をして、相手にふさわしい楽しませ
方をする――たわむれで女性PCを口説いたり、お世辞を言った
り、物語の英雄たちに例えたり。彼は炉辺のにぎやかし役、護衛、
語り部として生計を立てている。戦闘が始まると、セッジは隠
れ場所を探して走り回り、かばってくれたPCを褒め称えて応援
し、悪党どもには罵声を浴びせる。

◆ マイリンは青い髪と暗い肌をした女性であり、ヒューマンのウィ
ザードだ。彼女は月長石の仮面亭に泊まることにわくわくして
おり、誰に対しても笑顔を見せ、どんな話題にも食いついて話
し続ける。彼女の寡黙な護衛にして相棒であるカーレン――グ
レートアックスを持ったヒューマンのパラディンで、暗い色の
髪の男性――はぶっきらぼうな声で、あまり注目を集めないよ
うにとマイリンを諌めている。この2人組の旅人はルスカンか
らウェストゲートに行く途中でネヴァーウィンターを通りが
かったところである。戦闘が始まると、カーレンはマイリンを
引きずって宿の外に駆け出し、以後二度と姿を見せない。

◆ リセット・チェルダーは月長石の仮面亭のオーナー兼女将であり、
親しい者にもそうでない者にも笑顔とウィンクを向ける愛すべ
きハーフエルフの中年女性である。近寄って観察すると、彼女
は誰に対しても嘘偽りのない親愛の情をもって接しているよう
に見える――上得意や町の有力者に対してはさらに愛想が良く
なるのはご愛嬌――が、難易度21の〈看破〉判定に成功すると彼
女が何かまたは誰かを見張っているような気配を感じ取れる。
戦闘遭遇の間、彼女は安全な場所に隠れている。
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◆ セロンはこの宿でコックとして働いている老年のエルフであり、
ネヴァーウィンターの “臭くてうるさい” ヒューマンたちに洗練
されたエルフ料理を提供している。彼は常にバーカウンターの
近くにおり、頻繁にため息をつき、月長石の仮面亭のウェイター
やウェイトレスたちを監督し怒鳴りつけている。彼の部下は以
下の通り：ヘイドラ（ヒューマンの女性）、リヌ（エルフの女性）、
アーリン（ヒューマンの男性）、デイラン（ハーフオークの男性）。
攻撃されたなら、セロンおよび部下たちは悲鳴を上げて逃げ出す。

宿のサービス内容
　月長石の仮面亭では通常の飲食に加えて珍しい飲料も提供されて
いる。高級妖精酒やドワーフの火酒はグラス1杯で10gp、ボトル1
本で50gpである。
　宿の壁には傭兵や冒険者向けの仕事が掲示されている。行方不明
になった市民の似顔絵もいくつか貼られており、情報提供者には謝
礼を支払うと書き添えられている。レイディ・ニドリスからの護衛
募集――報酬は要相談――もある。PCたちの興味を惹くような依
頼や仕事をいくつか付け加えるのも良いだろう。
　ニドリスが取り扱っている商品の中には、ポーションなどの薬品
類も含まれている。彼女はPCたちに、魔法のアイテムでないすべ
てのアイテムと、5レベル以下のポーションおよびオイルを通常の
価格で売ってくれる。

宿の話題
　月長石の仮面亭で絶え間なく続く会話は、都市の住人を対象にし
た誘拐事件に関連したものが多い。犠牲者たちは数日後に帰ってく
るが、外傷こそないものの心に深い傷を負っているのだという。な
ぜ誘拐されたのか、行方不明になっている間に何をされたのか、誰
にも分からない。
　セッジは話を聞いてくれる相手なら誰でも、彼の兄弟姉妹、いと
こ、またいとこ、はてはまたいとこの旅仲間が誘拐犯の餌食になり、
2度と会えなくなったという話をする。犯人がこの誘拐によって何
を得ようとしていたのか、セッジには見当もつかない。身代金の要
求などといったものは1回も行なわれていないのだ（念のため繰り
返す。セッジは物語を語ることを生業とする人物だ。彼が言う行方
不明者は、単にこの町から引っ越しただけかもしれない）。
　宿の中で時間を費したPCたちはさまざまな噂を耳にすることに
なる。10種類の噂話を以下に示す。最初の4つはこの冒険に関連し
たものであり、他は無関係な噂か、根も葉もない与太話のどちらか
だ。PCたちは1gpを消費するか、難易度13の〈交渉〉または〈事情通〉
の判定に成功するたびに、以下の噂のうち1つを聞きつける。

1. この街で起こっている誘拐事件の犠牲者たちの体には、焼き鏝
ごて

のようなものでアスモデウスの印が押されていた。
2. コアミア出身の商人であるエルデン・ヴァーガスは、魔法によっ

て心を狂わされた妻の治療のためにヘルム砦に多額の喜捨をし
ている。

3. 誘拐事件の犠牲者たちは、帰ってきて以来おかしな様子を見せ
るようになった。気分が暴力的な方向に向かいがちである上に、
話し相手を不自然にじっと見つめるのだ。

4. ヘルム砦は固く閉ざされており、神殿で寝起きする者たちは普
段よりも言動が荒っぽくなっている。

5. ネヴァレンバー卿は邪悪な海の女神ウンバーリーへの定期的な
生け贄を取りやめたため、かの“あばずれ女王”を怒らせてしまっ
た。この嵐は無礼者を懲らしめるためにウンバーリーがつかわ
したのだ。

6. ウォーターディープの強大な魔道士がかの都市の大魔道士をひ
そかに殺害してなりすまし、あのブラックスタッフに匹敵する
地位につこうと企んだ。簒奪を目論んだ愚か者の骸骨は、見せ
しめとしてアゲアロンの塔の周囲を旋回させられている。

7. 前々から噂されていたオークの大群が、ついにネヴァーウィン
ター目指して進軍を開始した。彼らはこの都市の河岸区にいる
戦闘酋長フェンシと合流し、ネヴァレンバー卿からこの街の支
配権を奪おうとしている。

8. ルスカンで狂気をもたらす疫病が蔓延したため、現在ルスカン
との往来は禁止されている。病で狂った人々は互いに殺し合っ
た末、デーモンめいた蟲によって体内を食い荒らされて死ぬの
だと言う。

9. ネヴァレンバー卿は中央広場にあった巨大なホワイト・ドラゴ
ンの彫像を “正義の館”（訳注：元ティアの神殿、今は領主の館と
して使われている）に移動させ、さらなる彫刻を加えて新たな玉
座を作ろうとしている。

10. シルヴァー・マーチは闇に覆われ、ドラウと同盟を結んだオー
クどもとの戦いが続いている。

誘拐犯、行動を開始する
　夜が更けると、アシュマダイの殺し屋たちが月長石の仮面亭に
やってきてレイディ・ニドリスをさらおうとする。

準備が整ったなら以下の文章を読み上げること：
　マントを羽織った一団が雨水を滴らせながら宿に入ってきます。
他の客たちは新顔の集団にたいした関心を持たないようですが、皆
さんは本能的に危険な気配を感じ取りました。何気ない顔をして
人々の間に紛れ込もうとしているこの集団の物腰は、何か悪いこと
を企んでいるようにしか見えません。

次ページの誘拐犯の襲撃に進め。
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誘拐犯の襲撃
遭遇レベル3

セットアップ
アシュマダイのギャロット使い（G） 1体
アシュマダイの殺し屋（T）  4体
レイディ・ニドリス（N）

　アシュマダイのギャロット使いは宿の裏口のすぐ後ろに隠れてい
るので、最初のターンに宿の中に入ってくるまではマップ上に配置
しないこと。アシュマダイの殺し屋たちは、自分たちの大義に衆目
を集め、民衆を脅しつけることこそが、己の奉ずる神を称えること
につながると信じている。彼らが攻撃を開始する前にPCたちと会
話するシーンを少々挟んでも良いだろう。
　DMは戦闘能力を持たない宿泊客たちを表すために、追加のトー
クンやミニチュアを配置することができる。そうすれば、このシー
ンの雰囲気がさらに盛り上がり、また戦術的な面白さも増すことだ
ろう。ただし、ひとたび戦闘が始まると、宿泊客たちはみな安全そ
うな隠れ場所または路上へと一目散に逃げていく。

アシュマダイの襲撃が始まったなら、以下の文章を読み上げること：
　マントを羽織った集団は一斉に棍棒を振りかざします。どの棍棒
にも、翼の生えた悪

デヴィル

魔に似た、3 つの三角形の印が付いています。
そして彼らの1人が「アスモデウス様に栄光あれ！」と叫んだかと思
うと、客の1人を殴り倒したのです！　酒場に暴力の嵐が吹き荒れ、
人々は悲鳴を上げて逃げ惑います。そしてカルト教団員たちはまっ
すぐ皆さんの方に向かってきます。

アシュマダイの殺し屋（T）×4	 レベル 3　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：56；重傷値：28	 イニシアチブ：＋1
AC15；頑健16、反応14、意志15	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
サグ・タクティクス／殺し屋の戦術
　この殺し屋は、自分の味方1体以上が隣接している敵に対して、戦術的優位
を得る。

標準アクション
m クラブ（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：2d6＋7ダメージ。

M クリップリング・ストライク／足止め打撃（［武器］）◆再チャージ 6
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：3d6＋10ダメージ、さらに目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。
　ミス：半減ダメージ。

M インヴォーク・アスモデウス／アスモデウスへの祈願（［火］）◆遭遇毎
　必要条件：この殺し屋は重傷でなければならない。
　効果：この殺し屋はクラブを使用する。その攻撃がヒットしたなら、目標は
2d6の追加［火］ダメージを受ける。その攻撃がミスしたなら、この殺し屋は
1d6の［火］ダメージを受ける。

技能：〈威圧〉＋6、〈運動〉＋9、〈事情通〉＋6
【筋】17（＋4）	 【敏】10（＋1）	 【判】12（＋2）
【耐】16（＋4）	 【知】9（±0）	 【魅】11（＋1）
属性：悪	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、クラブ

アシュマダイのギャロット使い（G）	 レベル 4　奇襲役
中型・フェイ・人型、ハーフエルフ
hp：42；重傷値：21	 イニシアチブ：＋10
AC18；頑健16、反応17、意志15	 〈知覚〉＋8
移動速度：6	 夜目
特徴
アンリレンティング・グラブ／無慈悲なるつかみ
　このギャロット使いは移動する際、つかんでいるクリーチャーを自分と一緒に
移動させ、そのクリーチャーをつかんだまま、自分に隣接した任意のマスにおく。

クリーチャー・シールド／肉の盾
　このギャロット使いは、クリーチャーをつかんでいる間、すべての防御値に＋
5のパワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m ショート・ソード（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d6＋5ダメージ。

M ギャロット／絞殺縄（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接1	（このギャロット使いに戦術的優位を与えているクリーチャー1
体）；＋7対“反応”
　ヒット：2d8＋3ダメージ、目標はこのギャロット使いの次のターン終了時まで
つかまれた状態となる（脱出難易度14）。
　維持・標準：2d8＋3ダメージ、つかまれた状態はギャロット使いの次のタ
ーンの終了時まで継続する。

マイナー・アクション
C ブリムストーン・クラウド／硫黄の煙雲（［区域］）◆遭遇毎
　効果：近接範囲・爆発1。この爆発の範囲内に、このギャロット使いの次
のターン終了時まで持続する区域が作り出される。この区域はこのギャロット
使いを除くすべてのクリーチャーの視線を遮る。この区域の中に完全に入っ
ているクリーチャーは、このギャロット使いを除いて皆、盲目状態になる。

技能：〈隠密〉＋11
【筋】16（＋5）	 【敏】18（＋6）	 【判】12（＋3）
【耐】12（＋3）	 【知】11（＋2）	 【魅】14（＋4）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、鋼線のギャロット

戦術
　この遭遇におけるアシュマダイたちの最優先目標は、ニドリスを
連れ去ることである。彼らの計画は、殺し屋たちが全員の注意を引
き付けている間にギャロット使いがニドリスを拉致するというもの
だ。しかし、手ごわい相手（＝冒険者たち）がこの場に居合わせたせ
いで、彼らは計画を急に変更せざるを得なくなった。ギャロット使
いから見て一番近い逃走ルートは宿の裏口だが、裏口が塞がれてい
る場合は他の出口を通ってニドリスを連れ去ろうとする。
　アシュマダイの殺し屋：この悪党どもは早めにクリップリング・ス
トライクを使用し、なるべく多くのPCたちを減速状態にして、ギャ
ロット使いの撤退が邪魔されないようにしようとする。彼らはひと
たび重傷になるや怒りに燃えた狂戦士と化し、インヴォーク・アス
モデウスによって最寄のPCに大ダメージを与えようとする。
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難易度調整
　経験豊富なプレイヤーからなるパーティであったり、プレイヤー
が6人以上いるような場合、ギャロット使いをもう1人登場させる
こと。2人目のギャロット使いはニドリスを抑える手伝いをするか、
1人目のギャロット使いをかばうように動く。PCたちがひどく苦戦
するようなら、ギャロット使いまたは殺し屋の1人は酒場にいる
NPCを掴んで戦場を離脱する。これによって将来の遭遇により
複雑な要素が加わる可能性もある。
　パーティが4人しかいない場合は、殺し屋を1人減らすこと。



　アシュマダイのギャロット使い：殺し屋よりもイニシアチブが早
かった場合、ギャロット使いは行動遅延を選択し、PCたちが殺し
屋どもへの対処で手一杯になるのを待つ。そして機を見計らって建
物内に忍び込み、ニドリスをギャロットで締め上げる（これは自動
的にヒットし、ニドリスは気絶状態になる）。次のターンはニドリ
スを引きずって撤退しようとする。ブリムストーン・クラウドは撤
退の邪魔をするPCの目を眩ませるために使用する。掴んでいたニ
ドリスの身柄をPCに奪われたなら、最寄のPCを攻撃する。

このエリアの特徴
　バトル・マップの左右および上の端は、おおまかに言って楕円形
をしているこの地片の端を表しており、低い柵が並んでいる。下の
端には高い柵があって、その向こう側には庭園がある。バトル・マッ
プの左右または上の端の外に強制的に移動させられたクリーチャー
は、落ちずにしがみつくためのセーヴィング・スローを行なわねば
ならない。このセーヴに成功したクリーチャーはマップの端で伏せ
状態になる。端の外に放り出されたクリーチャーは、その時点でア
クションを行なうことが可能であるなら、地片を固定している鎖に
しがみつくためのセーヴィング・スローを行なうことができる。鎖
に掴まっているクリーチャーは、登攀のための難易度15の〈運動〉
判定に成功することで、マップの端の自分が落下の直前にいた場所
付近までよじ登ることができる。2回のセーヴィング・スローに失
敗したクリーチャーは100フィート下の岩盤まで落下する。その後
で鎖を登ってマップ内に戻ってくることは可能である（難易度15の

〈運動〉判定）。
　明るさ：宿の中では、暖炉およびあちこちに吊るされたオイル・
ランプが “明るい” 光をもたらしている。屋外は雨が降っており、雲
越しの夕日および窓から漏れるわずかな光によって “薄暗い” 明るさ
になっている。
　カウンター：木製のバー・カウンターは高さ4フィート。カウン
ターの上に上ろうとするクリーチャーは1回の移動アクションを丸
ごと費やす必要があるが、難易度13の〈運動〉または〈軽業〉の判定
に成功すれば移動困難な地形として移動できる。
　噴水：この噴水は舞い踊るニンフたちおよび巨大なイカをかた
どっている。噴水は移動困難な地形である。
　家具：家具はどれも移動困難な地形である。椅子および、卓上の
さまざまな道具や容器などは、代用武器として使うことができる。
　暖炉：暖炉に入るか暖炉の中でターンを開始したクリーチャーは
5［火］ダメージを受ける。1体のクリーチャーが1ターンに2回以上
このダメージを受けることはない。
　客たち：客のほとんどは“雑魚”であり、防御値はすべて10、hpは
1である。客の一部は隠れて難を逃れようとし、残りはこの場から
逃げ出す。
　雨：屋外では、あるクリーチャーから6マス以上離れたすべての
場所はそのクリーチャーにとって“軽度の隠蔽”である。
　階段：階段を登ろうとする際には、移動困難な地形とみなされる。
　窓：窓を打ち破るためには、難易度9の〈運動〉判定またはダメー
ジを与える攻撃を成功させる必要がある。開いた窓を通っての移動
は移動困難な地形を通過しているものとみなされる。

結末
　カルト教団員どもを倒した後、PCたちは小休憩を取ることがで
きる。
　アシュマダイ：このカルト教団員たちの衣服はびしょ濡れであり、
めいめいが体のどこかにアスモデウスの烙印を押されている。ア
シュマダイたちを調べたPCが難易度13の〈知覚〉判定に成功すれば、
彼らのブーツに赤っぽい泥がこびりついていることに気づく。土地
勘のある（＝難易度13の〈事情通〉に成功した）PCは、その泥がブラッ
クレイク地区の船着場のものだと分かる。
　レイディ・ニドリス：ギャロット使いは独力でニドリスを引きずっ
ていくのをあきらめ、彼女を放置して逃走する可能性がある。ニド
リスが自力で縛めを振りほどく可能性もある。あるいは、PCたち
にギャロット使いを追跡させてもよい。
　どの場合でも、キャラクターたちはこの誘拐計画を失敗させ、レ
イディ・ニドリスを助けたことになる。動揺した様子のニドリスは
PCたちに礼を述べ、ブラックレイク地区にある彼女の自宅まで護
衛してくれるなら1人あたり100gp払うと約束する。また、彼女は
この誘拐に関係のありそうな話を打ち明ける。つい最近、彼女の自
宅兼事務所の外壁に、血や灰を用いてアスモデウスの印が描かれて
いたのだ。
　他の客たち：月長石の仮面亭にいた他の人々は有用な情報をほと
んど持っていない。PCたちの奮戦を褒め称えたり、負傷者に慰め
の言葉をかけたりするのが関の山である。PCたちがリセット・チェ
ルダーに対して無礼な振る舞いに及んでいない限り、女将は「壊れ
た物のことは気にしなくていいし、恩人から宿代をいただくわけに
はいかないよ」と言う（PCたちは前払いしてあった10gpを返しても
らうことになる）。また、PCたちがホラン剣士長にケンカを売るよ
うな真似をしていない限り、彼は「この暴力沙汰を根こそぎ調べて
やる！」と誓い、アシュマダイについて調べ始めるが、彼の努力が
有益な手がかりにつながることは決してない。
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報酬
　ロールプレイ、噂集め、戦闘、およびニドリスの救出によって、
PCは1人あたり750XPを得る。今回のPCたちは最初の時点で3レ
ベルだったので、この時点では3レベルと4レベルの中間点にいる
ことになる。
　財宝：カルト教団員たちが持っていた貨幣や宝飾品を集めると、
PC1人あたり50gpになる。冒険者たちがレイディ・ニドリスを自
宅まで護送した場合、彼女はPCたちに1人あたり100gpを支払う。
この収入を元に、ニドリスからポーションその他のアイテムを購入
することも可能である。

セッションを終える
　PCたちがレイディ・ニドリスを自宅まで送った場合、ニドリス
の息子のザーンが誘拐されていることが明らかになる。

　以下の文章を読み上げること：
　この1時間で雨足はさらに激しくなってきましたが、レイディ・
ニドリスの自宅兼事務所がひどい有様になっているのは強い雨の中
でもはっきりと見えました。玄関には護衛らしきカリムシャン人が
2人、死体となって横たわっています。正面の両開きの扉の一方が
打ち壊され、一箇所だけ残った蝶

ちょうつがい

番にかろうじて引っかかっていま
す。そしてもう一方の扉には、真っ赤な血で描かれたアスモデウス
の印が。ニドリスが悲鳴を上げて何度も叫びます。「坊や、坊や！」

　ニドリスは息子を助けてくれたなら高額の報酬（PC1 人あたり
250gp、またはそれに匹敵するコネや口ききなど）を支払うと申し
出る。PCたちが月長石の仮面亭からニドリスの自宅まで彼女を護
送するのを断っていた場合、彼女は1人で家に帰ることになる。だが、
それから1時間と立たないうちに、さらわれた息子を助けてほしい
と頼む彼女からの手紙がパーティの元へ届く。手紙には前述の報酬

（PC1人あたり250gp、またはそれに匹敵するコネや口ききなど）も
記されている。PC たちが手紙を貰って彼女の屋敷に向かう場合、
上記の読み上げ文に適切な修正を加えること。

セッション2： 
 
さらわれた少年
　PCたちはレイディ・ニドリスに対する誘拐計画を阻止すること
には成功したが、ヴァーガスの命を受けたアシュマダイの別働隊が
ニドリスの息子ザーンを誘拐したのであった。

　セッションの開始時に以下の文章を読み上げること：
　レイディ・サラ・ニドリスの屋敷は惨劇の舞台と化していました。
正面玄関が打ち破られ、強風にあおられて吹き込んだ大粒の雨のせ
いで入り口付近は水浸しになっています。異国風の絨毯は泥と血に
汚され、壁に掛けられていた鏡は粉々になっています。そして、ア
スモデウスの印があちこちに残されています。真っ赤な血で描かれ
たものもあれば、黒い焦げ跡で焼き付けられたものも。屋敷の護衛
たちは何人も殺されており、ニドリスの息子のザーンは姿が見えま
せん。
　ニドリス婦人はひどく取り乱し、母国語であるカリムシャンの言
葉でひとしきり悪態をついていましたが、やがて皆さんの方を向い
て助けを請います。「こんな真似をした人でなしどもを捕まえてちょ
うだい。お金でも何でも、私にできる限りのお礼をしますから。お
願い、とにかく急いで！」

邸内の手がかり
　レイディ・ニドリスの屋敷内には複数の手がかりが残されている。
この捜索を行なうPCたちが“技能判定で失敗した回数”を記録してお
くこと。この数値によって、救出後のザーンの精神的な状態が左右
される（P.15参照）。
　ブラックレイクの臭い：ほんのかすかに、腐った魚と塩水の臭いが
漂っている。これに気づくのは難易度21の〈知覚〉判定に成功した
者だけである。さらに、難易度 13 の〈事情通〉判定に成功すれば、
この臭いがブラックレイクの船着場のものとそっくりであることに
気づく。
　ブラックレイクの泥：アシュマダイたちは邸内のあちこちに赤っぽ
い泥の足跡を残していった。土地勘のある（＝難易度13の〈事情通〉
判定に成功した）PCは、この泥がブラックレイクの船着場周辺で見
られるものだと気づく。難易度13の〈自然〉または〈知覚〉の判定に
成功すれば、足跡の主はスパイク付きのブーツを履いた6人前後の
集団であることが分かる。難易度21の〈自然〉または〈知覚〉の判定
に成功すれば、それ以外の足跡にも気づける。こちらはブーツでは
なく、おしゃれな靴らしい軽やかな足取りである。
　倒された護衛たち：レイディ・ニドリスに仕えるカリムシャン人
の護衛の1人、火魂のジェナシであるヴィースは、かろうじて今回
の襲撃を生き延びたが、腰の部分がひどく焼けただれている。彼は
生まれつき火への耐性を持つにも関わらず、火傷を負わされたのだ。
難易度21の〈治療〉または〈魔法学〉の判定に成功すれば、この傷が
電撃によるものだと分かる。
　難易度21の〈治療〉判定に成功するか、何らかの回復魔法を使え
ば、ヴィースはしゃべれる程度に回復する。彼の証言によると、襲
撃者の内訳は、燃える鎖を持った戦士が3名、胸元の炎の焼印から
魔力を放つ秘術魔法使いが2人である。襲撃者たちは腐った魚の臭
いを漂わせていたので、船着場の方からやってきたのではないかと
ヴィースは推測している。彼らの指揮を執っていたのは、暗色のマ
ントを羽織って冷たい声で命令を発していた男であった。ヴィース
がもう1度その男の声を聞けば同一人物かどうかは分かるだろうが、
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ヴィースの証言からその男（実はヴァーガスである）の身元につなが
るような手がかりを得ることはできない。
　気絶した家令：ニドリスに仕えるカリムシャン人の家令であるタ
ルズは、襲撃者に立ち向かったが頭を殴られて気絶してしまい、主
の息子がさらわれるのを防ぐことができなかった。脳震盪を起こし
ているタルズの手当てには、難易度13の〈治療〉判定に成功するか、
何らかの回復魔法を使う必要がある。彼が証言する内容は前述の
ヴィースとほぼ同様であるが、タルズは襲撃者の頭目を目撃してい
ない点だけが異なる。
　使用人たち：一連の襲撃の間、ニドリス家の使用人の頭でありタ
ルズの相棒であるハーフエルフの執事アーリスは、他の使用人たち
と共に居間に鍵を掛けて閉じこもっていた。使用人たちはショック
を受けて震え上がっており、難易度9の〈威圧〉判定または難易度13
の〈交渉〉判定に成功しない限り、落ち着いて事件の詳細を説明する
ことができない。使用人たちからの情報はタルズからのものと同じ
である。

船着場へ
　ブラックレイク地区の船着場に向かうべきという結論にPCたち
が未だ至らない場合、ブラックレイク地区に向かうアシュマダイの
一団を見かけた目撃者を登場させること。また、難易度13の〈知覚〉
判定を1回または複数回行なって、カルト教団員の足跡をつけるこ
とも可能である。船着場についたPCたちは“運良く”カルト教団の元
までたどり着けるのだ。また、プレイヤーたちが調査活動を楽しん
でいるようなら、より多くの手がかりやヒントをちりばめた捜査
シーンを演出してもかまわない。その際の難易度は簡単（9）または
通常（13）にすること。たとえば、PCたちは路上を走るカルト教団
員たちと出会い頭にぶつかった誰かを発見できるかもしれない。

PCたちが船着場に向かったなら、以下の文章を読み上げること：
　叩き付ける雨の中、皆さんは丘を下って船着場にやってきました。
舗装されていない道路の地面はひどくぬかるんでいます。この地域
を手当たりしだいに探し回るのは、労多くして益少ない難行苦行に
なるでしょう。この悪天候で外を出歩いている人間は皆さん以外誰
もいないのですから。しかし、皆さんの頑張りに幸運の女神タイモー
ラが微笑みかけてくださいました。“浜に乗り上げたリヴァイアサ
ン亭” の近くにあるドックの下で、炎がゆらめいているのが見えま
す。さらに、地獄めいた賛美歌のようなかすかな歌声が聞こえてく
るではありませんか。

　アシュマダイのアジトの遭遇に続く。

アシュマダイのアジト
遭遇レベル4

セットアップ
烙印帯びし狂信者（B） 3体 
地獄の業火の妖術士（H） 2体
ザーン（Z）

　ザーンを誘拐したアシュマダイたちは “浜に乗り上げたリヴァイ
アサン亭” の近くのドックの下にあるアジトを拠点としている。ア
ジトの入り口は濁った水の幕に隠されており、その水を通じて炎の
光が漏れている。2 人のカルト教団員が外で見張りに立っており、
残りは中にいる。
　隠密：見張りから6マス以上離れた場所まで気づかれずに忍び寄
るためには、難易度13の集団〈隠密〉判定に成功する必要がある。5
マス以内まで近づこうとするなら、この難易度は 21 に上昇する。
闇と雨のおかげで、PCたちは下水の入り口に近づくまでの間じゅ
う視認困難を得ることができる。侵入者に気づいたなら、見張りは
同志たちに警告の叫びを発する。
　話しかける：PCたちは話し合いによってアジトの中に入り込もう
とすることもできる。見張りに立っている狂信者はきわめて疑い深
く、ほんのわずかなきっかけでも暴力に訴えようとするため、見張
りたちに対する〈交渉〉技能での説得は自動的に失敗する（もう1度

〈交渉〉を使用したなら、見張りたちは直ちに警告の叫びを発する）。
PCたちが見張りをだますか脅しつけることができた場合（難易度21
の〈威圧〉または〈はったり〉判定）、続いて下水の入り口に通しても
らうための交渉を行なえる（難易度21の〈交渉〉判定）。PCたちがこ
れらの判定において1回でも失敗した瞬間、見張りたちは警告の叫
び声を上げる。
　ヴァーガス：PC たちがどうやってアジトに入りこんだにせよ、
ヴァーガスの目をあざむくことはできない。彼は魔法によってPC
たちを感知し、アシュマダイたちに侵入者を殺せと命じてから瞬間
移動で消え去る。PCたちが〈隠密〉判定に成功していた場合、ヴァー
ガスに感知されたとしても、アシュマダイたちからは依然として隠
れたままである。

ヴァーガスがPCたちに気づいたなら、以下の文章を読み上げること：
　突然、精神的な “雑音” が皆さんの心に流れこみ、頭の中で炎が燃
えているかのような頭痛が襲ってきます。そして心の中に冷たい声
が響き渡ります。「侵入者だ！　今すぐ皆殺しにしろ！」皆さんの存
在に気づいたアシュマダイたちが一斉に襲いかかってきます。

いずれかのPCが下水の中を見える位置にいるなら、以下の文章も読
み上げること：
　黒いマントを羽織り、狡猾な顔つきの悪

デヴィル

魔の仮面を付けた男が
立っています。その足元には1人の少年が縛られて転がっています。
その男は何らかの方法で皆さんの接近を感知したらしく、こちらを
睨みつける視線には紛れもない怒りが感じ取れます。そして男は黒
いポータルの中に消え去り、部屋の中に残る者たちは一斉に叫びま
す「アスモデウス様万歳！」

　アシュマダイたちはPCからのいかなる会話にも応じない。ただ
ちに戦闘を開始すること。
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烙印帯びし狂信者（B）×3	 レベル 4　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：66；重傷値：33	 イニシアチブ：＋4
AC16；頑健17、反応16、意志15	 〈知覚〉＋4
移動速度：6
標準アクション
m ブランディング・アイアン／焼き印（［火］、［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d6＋8［火］ダメージ

R ヘルファイアー・チェイン／地獄の鎖（［火］）◆無限回
　攻撃：遠隔・3（クリーチャー1体）；＋7対“頑健”
　ヒット：2d6＋5［火］ダメージ。この狂信者は目標を2マスまで引き寄せる。
目標はさらにこの狂信者の次のターン終了時まで減速状態となる。

ボウ・トゥ・ユア・マスター／汝が主に跪拝せよ◆再チャージ：どちらの攻撃
もヒットしなかったなら
　効果：烙印受けし狂信者はヘルファイアー・チェインを使用する。それに
より目標がこの狂信者に隣接したなら、狂信者は目標に対してブランディング・
アイアンを使用する。両方の攻撃がヒットしたなら、目標は倒れて伏せ状態と
なる。

技能：〈威圧〉＋8、〈隠密〉＋9
【筋】17（＋5）	 【敏】15（＋4）	 【判】14（＋4）
【耐】16（＋5）	 【知】11（＋2）	 【魅】12（＋3）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ローブ、焼き印（メイス）

地獄の業火の妖術士（H）×2	 レベル 4　砲撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：48；重傷値：24	 イニシアチブ：＋5
AC18；頑健17、反応15、意志16	 〈知覚〉＋3
移動速度：6
特徴
ヘルファイアー・アフィニティ／獄炎は我が馴染み
　この妖術士は、継続的［火］ダメージを受けているクリーチャーからの攻撃に
対し、すべての防御値に＋2のボーナスを得る。

標準アクション
m ダガー（［火］、［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：1d4＋5ダメージ、さらに継続的［火］ダメージ5（セーヴ・終了）。

r ヘルファイアー／地獄の業火（［装具］、［火］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋9対“反応”
　ヒット：1d6＋4［火］ダメージ、さらに継続的［火］ダメージ5（セーヴ・終了）。

C コンカッシヴ・インフェルノ／衝撃の焦熱地獄（［装具］、［火］、［力場］）◆遭
遇毎
　攻撃：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内の敵すべて）；＋7対“頑健”
　ヒット：2d6＋2［火］かつ［力場］ダメージ。この妖術士は目標を2マスまで
押しやり、倒して伏せ状態にする。
　ミス：半減ダメージ、この妖術士は目標を2マスまで押しやる。

移動アクション
ライド・ザ・ファイアー／炎を駆る（［瞬間移動］）◆再チャージ 5 6
　効果：この妖術士は瞬間移動によって、10マス以内にいる継続的［火］ダメ
ージを受けているクリーチャーと位置を入れ替える。

技能：〈威圧〉＋11、〈隠密〉＋10
【筋】15（＋4）	 【敏】16（＋5）	 【判】12（＋3）
【耐】18（＋6）	 【知】17（＋5）	 【魅】18（＋6）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ローブ、ダガー、ロッド

戦術
　烙印帯びし狂信者：見張りたちは我が身を省みずに侵入者の行く
手を阻もうとする。移動困難な地形や“妨害となる地形”（たとえば“へ
ばりつく泥” のマス）に移動させられた場合、ヘルファイアー・チェ
インを使って他の者も同じ地形に引きずりこもうとする。
　地獄の業火の妖術士：この魔法使いたちは侵入者をアジトの中に
入らせまいと努める。可能ならばPCたちを泥の中に押しやり、ラ

イド・ザ・ファイアーは戦術的に不利な場所から脱出するために
取っておく。
　ザーン：この少年は下水の中のアジトの隅で固まっており、いか
なるアクションも行なわない。防御値はすべて10であり、hpは20
である。hpが0以下になると気絶状態になり、−10hpで死亡する。
　毎ラウンドの終了時、ザーンは予言めいた不気味な言葉をつぶや
く。たとえば、「悪魔の顔持つ男に従え」「笑いながら皆殺しにすべし」

「血と炎、骨と闇」といった具合である。
　ザーンに隣接するクリーチャーは標準アクションとして片手でこ
の少年をつかみ、部分遮蔽を得ることができる。この遮蔽のせいで
攻撃がミスしたなら、その攻撃はザーンにヒットしたことになる。
カルト教団員たちはこのようにザーンを利用する可能性がある。
　つかんでいるザーンから手を離して落とすのはフリー・アクショ
ンである。落とされた少年は昏睡状態のまま身もだえして金切り声
を上げる。「出てけ、悪魔め、出てっけば！」そして再び固まって動
かなくなる。

このエリアの特徴
　明るさ：屋外は “薄暗い” 明るさである。下水の中は松明と料理用
の炎からの“明るい”光で照らされている。
　下水道：この短い下水道はマップ端の部分が落盤によって塞がっ
ており、今はもう下水が流れ込むことはない。
　水の幕：幕状に流れ落ちる水（マップの“Curtain of Water”）を通過
する攻撃は部分遮蔽を被る
　雨：屋外では、あるクリーチャーから4マス以上離れたすべての
場所はそのクリーチャーにとって“軽度の隠蔽”である。
　ソード海：マップの端から水平線の彼方まで、ソード海の大海原
が広がっている。
　下水路：下水道の中に溜まっている水は深さ1フィートの移動困
難な地形である。水路の部分は周りの地面よりも3フィート低くなっ
ているため、水路に立っているクリーチャーは “水路の中におらず、
水路に隣接してもいないクリーチャー” からの遠隔攻撃に対して部
分遮蔽を有する。
　へばりつく泥：屋外の三角形の印がついたマスおよび、面積の半
分以上が水で満たされたマスは皆、移動困難な地形である。

結末
　戦闘が終了した時点でPCたちは小休憩を取ることができる。
　アシュマダイ：アシュマダイの組織はいくつもの “細胞”に分かれて
おり、ある細胞のメンバーは他の細胞については何も知らされてい
ない。この細胞に属するカルト教団員は、この場所および月長石の
仮面亭において倒された者たちで全部である。難易度13の〈威圧〉、

〈交渉〉、または〈はったり〉の判定に成功すると、以下の情報を聞き
出すことができる；この細胞に所属する者たちが知っている、この
細胞に属さないカルト教団員はただ1人、黒いマントを羽織ったあ
の男だけだ。彼はこの細胞において “拷問官” と呼ばれており、その
正体は誰も知らない。彼は常に仮面を付けており、この細胞のカル
ト教団員たちはみな彼を恐れていた。彼のことをデヴィルだと信じ
ている者もいる。彼の拷問の腕前と、彼が持つ精神的苦痛および支
配に関する力――カルト教団員たちはそれを “精神魔法” と呼んでい
る――がその理由だ。彼がアシュマダイの組織内で、聖別された存
在として人望を集めていることはカルト教団員たち全員が知ってい
る。中には彼のことをアスモデウスが直々に選んだしもべではない
かと考えている者すらいるのだ。
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　ザーン：アシュマダイがザーンをこのアジトにさらってきた後、
ヴァーガスはこの少年に “精神魔法” をかけ始めた。ザーンの精神力
は大人に比べれば弱いため、ヴァーガスの力は短時間の内に重篤な
影響を及ぼすに至った。具体的な影響の度合いは、PCたちが捜査
の過程で判定に失敗した回数によって決まる（P.12の『邸内の手がか
り』を参照）。
　失敗が1回以下：ヴァーガスはザーンの意志を砕き始めたばかり
である。少年は心に傷を負っているが、黒いマントを着て悪魔の仮
面を付けた男に襲われたことを証言できる。それ以外にも多少の応
答は可能だが、その直後にとつぜん魔法の力が働き始め、ザーンの
胸がひとりでに燃え上がってアスモデウスの印が焼き付けられる。
この現象はヴァーガスの魔力がいまだ少年に影響し続けていること
を示唆する。この印が現れた瞬間、ザーンは平静を取り戻し、完全
に誘拐前の状態に戻る。襲われたことも、さらわれていた間に起こっ
たことも、少年は何一つ覚えていない。
　失敗が2〜3回：少年の心はヴァーガスによって半ばまで焼き尽
くされてしまった。ザーンは精神的外傷を負い、まともに話すこと
ができなくなる。少年の胸では、ついさっき焼き印を押されたかの
ように、アスモデウスの印がくすぶっている。少年はすぐに目を覚
ますが、実に落ち着いた様子である。襲われたことも、さらわれて
いた間に起こったことも、少年は何一つ覚えていない。
　失敗が4回以上：PCたちが到着する寸前、ヴァーガスは少年の心
を完全に焼き尽くしてしまった。ザーンは何事も無かったかのよう
に落ち着いた様子であり、襲われたことも、さらわれていた間に起
こったことも、何一つ覚えていない。少年の胸にはすでにアスモデ
ウスの印が焼き付けられているが、胸を隠せと命じる魔法がかけら
れている。

報酬
　誘拐事件の捜査、アシュマダイの追跡、アジトの摘発、およびザー
ン少年の救出によって、PCは1人あたり750XPを得る。今シーズ
ンの前回のセッションにも参加していたPCはこの時点で4レベル
に上昇する。
　財宝：緩んだ石組の下に貨幣、宝石、宝飾品などが隠されており

（難易度13の〈知覚〉判定で発見）、PC1人あたり100gpの収入になる。
また、同じ場所に魔法のアイテムも3つ隠されている（P.2の宝物表
を使うこと）。ザーン少年を生きたまま母のもとへ連れ帰ることが
できたなら、ニドリスは各PCに1人あたり250gp（またはそれに匹
敵するコネや口ききなど）を与える。ザーンの死体を持ち帰るか、
何も持って帰れなかった場合、ニドリスからは何も受け取れない。

セッションを終える
　レイディ・ニドリスは装甲馬車に乗ってパーティの後を追い、船
着場まで来ている。このセッションはPCたちが下水から出たとこ
ろでセッションを終えるを迎えることになる。PCたちがザーン少
年を助けた場合、ニドリスはその場で息子を受け取る。
　パーティがザーンを助けなかったか、そもそもニドリスからの依
頼を受けていない場合、以下の読み上げ文の最初の段落は省略する
か適度な修正を加えること。

　以下の文章を読み上げること：
　レイディ・ニドリスは皆さんの努力に対して厚く感謝を述べ、ネ
ヴァレンバー卿を説得して一連の誘拐事件の首謀者に10,000gpの
賞金をかけてもらったことを話します。そして彼女は息子を馬車に
乗せて去っていきます。
　嵐は一時的に和らいでいますが、水平線に見える黒雲は存在感を
増す一方です。あと数時間もしないうちにネヴァーウィンターの街
は嵐の中心に飲み込まれるでしょう。この嵐と誘拐事件との間には
何か関係があるのでは？……そんな考えが皆さんの頭にこびりつい
て離れません。

　このセッションはここで終了となる。
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難易度調整
　パーティが5人よりも多い場合、1人多いごとにカルト教団員
を1体追加する（どちらの種類でも可）。追加のカルト教団員は
最初からアジトの中に配置してもいいし、増援として後から登場
させてもよい。
　パーティが4人の場合はカルト教団員を1体減らすこと。戦況
がPCたちにとって著しく不利な場合、重傷になったアシュマダイ
の1人または複数が逃げ出す。

H

B

B B

H Z

Curtain of Water

START AREA



セッション3：狂気に染まる街
　今回のセッションは前回のセッションが終了した直後から始まる。
PCたちは今回のセッションにおいて、ようやくアシュマダイその
ものを調査し始めることができる。
　セッション1とセッション2の両方に参加したプレイヤーのPCは
4レベルになっているはずなので、レベルアップの処理を済ませて
おくこと。

　セッションの開始時に以下の文章を読み上げること：
　アシュマダイのアジトを急襲して勝利を収めた皆さんは、“浜に
乗り上げたリヴァイアサン亭” の近く、湿気と霧に満ちた夜の空気
の中に立っています。今晩、1人の少年が “拷問官” と呼ばれる恐る
べきカルト教団員の魔法によって苦しみを受け、記憶の一部を失い
ました。ネヴァレンバー卿はこの “拷問官” を捕らえた者に高額の報
奨金を約束しています。あの男はこの都市のどこかに隠れているに
違いありません。そして、船着場やアジトの中には彼の正体に関す
る手がかりが残されている可能性があります。

　PCたちが船着場を調べるなら、深夜の聞き込みに進め。“浜に乗
り上げたリヴァイアサン亭” に行ってみるなら――情報を求めてに
せよ、体を温めるためにせよ――酒場でのやりとりに進め。PCたち
が“拷問官”の追跡に無関心な場合は、P.7の導入フックのどれかを用
いて興味をかき立てよう。パーティ内の誰かの友人や親戚を行方不
明にさせるのも良いかもしれない。

深夜の聞き込み
　PCたちは船着場周辺のさまざまな場所で情報を入手することが
できる。ただし、時刻は深夜であるため、ほとんどの建物は閉まっ
ている。難易度14の〈交渉〉または〈はったり〉、もしくは難易度21
の〈威圧〉の判定に成功したPCは、それらの建物に住んでいるか商
売をしている人物にいくつかの質問を行なって答えてもらうことが
できる。この判定に失敗した場合、その建物は無人だったか、中の
人々がノックを無視したことになる。この判定に1回成功するたび、
PCたちは誘拐事件に関する以下の手がかりの1つを得る。これらは
いずれも、獣の咆哮の遭遇で役に立つはずだ。

1.被害者たちは精神的に不安定になったり、人々の顔をぼんやりと
見つめていたりする。この情報を獲得した結果、PCたちは隠れ
ている “支配されたごろつき” に気づくための〈看破〉判定に＋4
ボーナスを得る。

2.被害者たちは健康そうに見えるが、脅しに屈しやすくなっている。
この情報を獲得した結果、PCたちは戦闘遭遇において “支配さ
れたごろつき”に対する〈威圧〉判定に＋2ボーナスを得る。

3.被害者の中にはデヴィルに関する意味不明なたわごとをつぶやい
ている者たちもいる。この情報を獲得した結果、PCたちは今回
の戦闘遭遇においてデヴィルが登場することを予想できる。

4.被害者たちは今も精神的に弱くなったままである。この情報を獲
得した結果、PCたちは “支配されたごろつき” の最も低い防御値
が意志であることを知る。

　PCたちが以上4つの情報をすべて入手するか、技能判定に3回失
敗した時点で、月長石の仮面亭にいた剣士長ムルン・ホランがミン
ターン傭兵団の兵士3人を率いて登場する。ホランは親しみを見せ

つつも断固とした態度でPCたちに話しかけ、近くの “浜に乗り上げ
たリヴァイアサン亭”に連れて行く。酒場でのやりとりに進め。

酒場でのやりとり
　“浜に乗り上げたリヴァイアサン亭” は船を改装して作られた酒場
である。壁はギシギシときしみ、床も微妙にぐらついている。この
宿屋はもぐりの酒場としてその名を知られている。この酒場の詳細
については『ネヴァーウィンター・キャンペーン・セッティング』お
よびDungeon193の『the Beached Leviathan』を参照のこと。
　深夜ということもあり、酒場は半分ほどしか席が埋まっていない。
客たちは暖炉に近い暖かい場所に固まっている。黙りこくっている
6人前後の雑多な客たちに加えて、酒場には以下の人々がいる。ケ
ルン（筋骨逞しいヒューマンの鍛冶屋見習い）、ベイルスラ（ハーフ
エルフの盗賊兼詐欺師）、ルデガー（ハーフオークの港湾労働者）、
ホリック（内気なヒューマンの陶工）。“浜に乗り上げたリヴァイア
サン亭” の従業員の、元海賊でオーナーの “船長” ことハラグと、
“一

フ ァ ー ス ト メ イ ト

等航海士” と呼ばれている上品なヒューマンの中年女性アンド
レッラの2人である。場末の酒場に似つかわしくないこの未亡人は、
ハラグへの報われない片思いゆえに我慢して働いている（訳注；first 
mateには第1婦人という意味もある）。
　PCたちはムルン・ホランに連れられてこの酒場にやって来るこ
とになるだろう。そうでない場合も、PCたちが酒場に入って間も
なく、3人の兵士を引き連れてドワーフがやってくる。ホランは兵
士たちを外で待たせ、PCたちに近寄って友好的に会話しようとする。
また、PCたちはホランが来る前に酒場の客たちに話しかけることで、
深夜の聞き込みとまったく同じ情報を獲得することができる（必要
な技能判定も同じである）。ドワーフの剣士長殿はPCたちが4つの
情報をすべて入手するか、技能判定に3回失敗した時点で登場する。
　ホランはPCたちとすでに友達になったつもりでおり、新しい友
人たちに対して嫌な話をするのをためらっている。しばらく雑談を
続けた後、彼はようやく本題に入る――誘拐事件にこれ以上首を
突っ込むのは止めた方がいいという警告を。

　ホランが本題に入った時点で、以下の文章を読み上げること：
　「月長石の仮面亭でのお前さんたちの活躍に関しては、礼を言わ
ねばなるまい。心の底から感謝する」ドワーフは深刻な顔で話し始
めます。「お前さんたちがレイディ・ニドリスのために働いた件に
ついても聞いた。だがな、この誘拐事件に関してこれ以上調べまわ
るのはやめた方がいい。あまりにも危険すぎる。後はネヴァレンバー
卿の部下たちに任せた方がいい。わしは……」
　その時突然、酒場にいた逞しいヒューマンの男性が入り口の扉に
駆け寄って閂を下ろします。
　「おい、見ろ！」ホランが叫びます。しかし次の瞬間、酒場の隅に
いたフードを被った人影がドワーフめがけて冷気エネルギーの光線
を放ったかと思うと、ホランは見る見るうちに凍りついて動かなく
なりました。彼の顔色は真っ青になり、力を失った肉体がバタンと
床に倒れます。ホランの命を奪った男がフードを跳ね上げると、現
れたのは青い肌をした悪魔の顔ではありませんか！　それとは別の
赤い肌をした悪魔がどこからともなく出現し、歯をむき出して皆さ
んをにらみつけます。

　獣の咆哮の遭遇に進め。
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獣の咆哮
遭遇レベル4

セットアップ
支配されたごろつき（D） 3体
フィンブラル・デヴィル（F） 1体
スコーチ・デヴィル（S） 1体

　マップに記されたとおりにデヴィルたちを配置し、酒場のあちこ
ちに10人の普通の客たちを配置すること。それに加えてヴァーガ
スの “精神魔法”の犠牲者である3人の客たちが “スリーパー”（訳注：
非常時以外はスパイ行為を行なわず一般市民として敵国に溶け込む
者。忍者ものでいう“草”に近い）としてこの場におり、活動を開始し
てパーティに襲い掛かってくる。PCたちが用心深く客たちを観察
すれば、襲われる前に “支配されたごろつき” たちに気づける可能性
がある。難易度14の〈看破〉判定に成功したPCは1人のごろつきに
気づく。そして14を2上回るごとに、追加でもう1人のごろつきに
気づく。気づかれていないごろつきは攻撃を開始するまで隠れてい
るものとみなされる。

支配されたごろつき（D）×3	 レベル 4　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：62；重傷値：31	 イニシアチブ：＋4
AC16；頑健17、反応16、意志14	 〈知覚〉＋3
移動速度：6
特徴
マッド・タクティクス／狂乱戦術
　減速状態、あるいは動けない状態のクリーチャーはこのごろつきに対して戦
術的優位を与える。

標準アクション
m 代用武器（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d8＋5ダメージ、さらに目標が戦術的優位をこのごろつきに与えて
いるなら、その目標は倒れて伏せ状態となる。

r ものを投げる（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d6＋5ダメージ。

【筋】17（＋5）	 【敏】14（＋4）	 【判】12（＋3）
【耐】12（＋3）	 【知】10（＋2）	 【魅】9（＋1）
属性：悪	 言語：共通語

スコーチ・デヴィル（S）	 レベル 3　兵士役
中型・永劫・人型（デヴィル）
hp：50；重傷値：25	 イニシアチブ：＋5
AC19；頑健16、反応14、意志14	 〈知覚〉＋3
移動速度：5
抵抗：［火］10
標準アクション
m アッシェン・スラム／灰の叩きつけ◆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、目標はこのデヴィルの次のターンの終了時まで減
速状態となる。

トリガー型のアクション
チョーキング・アッシュズ／喉詰まらせる灰（［火］）◆無限回
　トリガー：減速状態のクリーチャーがこのデヴィルに隣接しており、このデヴ
ィルを目標に含まない攻撃パワーを使用した。
　効果（即応・対応）：トリガーを発生させたクリーチャーは［火］ダメージ5を
受ける。

技能：〈隠密〉＋8
【筋】13（＋2）	 【敏】14（＋3）	 【判】14（＋3）
【耐】18（＋5）	 【知】11（＋1）	 【魅】9（＋0）
属性：悪	 言語：神界語

フィンブラル・デヴィル（F）	 レベル 5　制御役
中型・永劫・人型（デヴィル）
hp：66；重傷値：33	 イニシアチブ：＋5
AC19；頑健17、反応16、意志16	 〈知覚〉＋5
移動速度：6（氷渡り）
抵抗：［火］10、［冷気］10
標準アクション
m アイシー・クロー／凍てつく爪（［冷気］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：2d6＋6［冷気］ダメージ。

C アイシー・エクシャレイション／凍りつく呼気（［冷気］）◆無限回
　攻撃：近接範囲・噴射3（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）；＋8対“頑
健”
　ヒット：2d6＋3ダメージ［冷気］、目標はこのデヴィルの次のターンの終了時
まで減速状態となる。目標が既に減速状態だったなら、代わりに動けない状
態となる。

R フローズン・プリズン／凍りつく監獄（［冷気］）◆遭遇毎
　攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋8対“頑健”
　ヒット：3d8＋6［冷気］ダメージ。目標は拘束状態となる（セーヴ・終了）。
　ミス：半減ダメージ、目標は“動けない状態”となる（セーヴ・終了）。

技能：〈隠密〉＋10
【筋】15（＋4）	 【敏】17（＋5）	 【判】16（＋5）
【耐】18（＋6）	 【知】13（＋3）	 【魅】12（＋3）
属性：悪	 言語：神界語

　戦闘が始まった時点で、以下の文章を読み上げること：
　乱闘が始まると、酒場にいた客たちはあわてて椅子から立ち上が
ります。ほとんどの客は怯えた顔をしているように見えます。

　3体の “支配されたごろつき” それぞれの種族および職業を決めて
おくこと。

　PCたちが前もってごろつきの存在に気づいていた場合、以下の文章
を読み上げること：
　酒場にいる魚屋らしきヒューマンの女性の表情に狂気の気配を感
じました。耳をそばだててみれば、「ハイ、皆殺しにします、拷問
官様」などとつぶやいているではありませんか。

　隠れていたごろつきが攻撃を開始した時点で、以下の文章を読み上
げること
　突然、港湾労働者らしきヒューマンの男が皆さんに襲い掛かって
きます。「殺せ！　皆殺しだ！」と叫ぶ声は祈りを捧げるかのように
も聞こえます。

戦術
　支配されたごろつき：隠れているごろつきたちは行動遅延する。
PCがごろつきに気づかぬままデヴィルに向かって行けば、ごろつ
きからの機会攻撃が発生するからだ。PCたちに気づかれるか、最
初のラウンドが終了した時点で、ごろつきたちは行動遅延をやめ、
通常通り自分のターンに攻撃を行なう。彼らは常に「皆殺し！」また
は「拷問官様万歳！」とつぶやいている。
　デヴィル：デヴィルたちはPCがごろつきの隣を通ってデヴィルに
近づくよう仕向ける。そのために必要とあらば、他の客たちを攻撃
してPCの怒りをあおろうとすることもある。

このエリアの特徴
　明るさ：“浜に乗り上げたリヴァイアサン亭” の内部は複数のラン
プからの“明るい”光に照らされている。
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　入り口の扉：じょうぶな木製の扉には内側から閂が下ろされてい
る。閂を外すには難易度14の〈運動〉判定または〈盗賊〉判定が必要
であり、扉を開けるのは1回のマイナー・アクションである。
　家具：家具はどれも移動困難な地形である。椅子および、卓上の
さまざまな道具や容器などは、代用武器として使うことができる。
　室内の壁：室内の壁は遮断地形であるが、難易度21の〈運動〉判
定によって壁を打ち破って移動することが可能である。
　客たち：客のほとんどは“雑魚”であり、防御値はすべて10、hpは
1である。客の一部は隠れて難を逃れようとし、他の者たちはこの
場から逃げ出す。
　階段：階段を登ろうとする際には、移動困難な地形とみなされる。
　窓：窓を打ち破るためには、難易度10の〈運動〉判定またはダメー
ジを与える攻撃を成功させる必要がある。開いた窓を通っての移動
は移動困難な地形を通過しているものとみなされる。

ネヴァーウィンターのために！
　“浜に乗り上げたリヴァイアサン亭” の外で待っていたミンターン
傭兵団の兵士たち3人は、閂が下ろされた扉を叩き壊して中に入ろ
うと試みる。PCが閂を外して扉を開けると、1人の兵士がすぐさま
中に入って来て、脅威を排除しようとする。他の2人は次のラウン
ドに酒場に入り、先に入った兵士を支援しようとする。しかし兵士
たちは、この場において何が “脅威” であるのかをすぐに把握するこ
とができない。彼らから見れば、PCたちが一般市民に暴行を加え
ており、そしてムルン・ホランが死んでいるのだ。つまり、ドワー
フを殺したのは冒険者たちだという可能性も否定できない。兵士た
ちはデヴィルを最優先に攻撃し、2番目にPCたち、3番目に支配さ
れたごろつきたちの順番で攻撃する。
　PCは1回のマイナー・アクションとして、難易度14の〈交渉〉判
定もしくは、難易度21の〈威圧〉または〈はったり〉の判定を行なう
ことにより、正義は自分たちの側にあるのだと1人の兵士を説得で
きる。2人目以降の兵士の説得に関しては、難易度が（説得済みの兵
士の数×2）だけ低下する。この判定に成功すると、その兵士はPC
たちの側について戦うようになり、またパーティに与えられる財宝
にも影響が生じる。PCたちの側についた兵士の行動はプレイヤー
たちが決めることができる。
　（訳注：兵士たちのデータはこのアドベンチャーには載っていな
い。DMは彼らの能力を決定する必要がある。もし時間がないなら
ば便宜上“支配されたごろつき”と同じデータを使用するとよい）

結末
　この遭遇はPCたちがすべての支配されたごろつきおよびデヴィ
ルたちを倒すか、酒場にいる敵対勢力の人数が兵士の数よりも少な
くなった時点で終了となる（後者の場合、残りの戦闘は兵士たちに
任せたことになる）。
　殺さずに気絶させられたごろつきたちはやがて目を覚まし、大声
で意味不明な言葉をわめきちらし始める。彼らは兵士たちによって
ヘルム砦に連れて行かれることになる。

報酬
　誘拐事件を捜査し、剣士長ホランとやりとりし、デヴィルおよび
支配されたごろつきを倒したことによって、PC は 1 人あたり
875XPを得る。ほとんどのPCたちは今回のセッションの開始時に
4レベルだったはずなので、セッション終了時点では4レベルと5
レベルの中間点にいることになる。

　財宝：戦闘の終了時にPCたちとミンターンの兵士たちが友好的
な関係であるなら（そしてPC側が兵士を1人も殺していないなら）、
市民への報奨金として報酬が支払われる。1人あたりの金額は（25
＋戦闘中に説得した兵士の数×10）gpである。さらに、ハラグか
ら自分の店を守ってくれた礼として、PC1人あたり40gpが与えら
れる。その後で、これ以上の揉め事はごめんだとばかりに店から蹴
り出されることになるが。

セッションを終える
　“浜に乗り上げたリヴァイアサン亭”を出たPCたちは、街中でさら
なる混乱が巻き起こっていることを知る。

　以下の文章を読み上げること：
　雷鳴がとどろき稲光が走る中、嵐の夜空に衛兵の角笛の鋭い音が
響き渡ります。近くの路上では、幾人ものミンターン傭兵団の兵士
たちが郵便配達人を取り囲んでいます。

　兵士たちに何をしているか尋ねると、ネヴァーウィンターのあち
こちで市民たちが狂気に陥り、目に映るものすべてを攻撃し始めた
のだという返答が返ってくる。彼らはこの郵便配達人が誰かを傷つ
ける前に取り押さえようとしているのだ。
　このセッションはここで終了となる。
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難易度調整
　パーティが5人よりも多い場合、1人多いごとにごろつきを1体追
加する。パーティが4人の場合はごろつきを1体減らす。戦闘の難
易度をその場で調整するためには、ごろつきを1体増やしたり、ご
ろつきに正気を取り戻させたり、逃走させたりしてもよいだろう。
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セッション4：アシュマダイの逆襲
　PC たちは前回、心を操られた市民たちを相手に戦った。だが、
さらに多くの人々が気が狂ったように暴れているという噂が広まっ
ている。そして、おかしくなった人々はみなアスモデウスの焼印を
帯びているのだ。PCたちはこの事態を引き起こした張本人を見つ
け出さねばならない。一連の手がかりを追って行った PC たちは、
やがてエルデン・ヴァーガスの屋敷にたどり着くことになる。
　アシュマダイの指導者であるモルダイ・ヴェルはヴァーガスの企
みを前々から知っていたが、最近ようやくその企みをやめさせるこ
とに決めた。ヴェルはアシュマダイの一団を派遣し、くだんの魔道
士（＝ヴァーガス）を説得せよ、説得に応じぬ場合は殺せと命じた。
この一団はヴァーガスを見せしめにするために、アスモデウスの印
を公然と見せ付けながら街路を行進している。

　セッションの開始時に以下の文章を読み上げること：
　夜が更けるにつれて、嵐は一段と激しさを増していきます。つい
先ほどミンターン傭兵団の兵士たちから聞いたところによると、多
くの市民が気が狂ったような振る舞いを見せているとのことです。
皆さんが兵士たちとの会話を終えてその場を立ち去ろうとした時、
12 歳ぐらいのわんぱくそうなヒューマンの少女が駆け寄ってきま
す。「船着場とリヴァイアサン亭での活躍は見てたよ。で、“見てた”
のはあたしだけじゃないんだけど、そいつらに興味ないかな？　お
値段はお安くしとくよ」

　この少女はダーラといい、子鼠団という孤児たちのグループの幹
部の1人である。この集団はスパイ、すり、死鼠団のメッセンジャー
として生計を立てている。ダーラが言っているのが、過去2回のセッ
ションにおけるPCたちの活躍であることは明らかだろう。プレイ
ヤーたちがダーラのほのめかしにピンとこないようなら、〈看破〉判
定で一番高い結果を出したPCは以下のことに気づく；過去2回の
戦闘においてPCたちを見張っていた集団が他にも存在し、ダーラ
はその集団を目撃したのだ。
　ダーラはこの情報を25gpで売ろうとする。金を受け取った彼女
はその集団を以下のように説明する。「見かけは下水道に出入りし
てた奴らに似てたよ。黒いフードをかぶった男もいたと思う」PCた
ちが難易度14の〈威圧〉、〈交渉〉、または〈はったり〉の判定に成功
すれば、ダーラを騙すかおだてることで情報料なしに喋らせること
もできる。デッド・ラット・ディザーターのテーマを持つPCは自
分の過去をダーラに打ち明けることによってこの判定に＋2ボーナ
スを得ることができる。
　PCたちがダーラの申し出を無視した場合、彼女はPCたちの興味
をあおって何とか金を引き出そうと、情報の一部を明かす。「あい
つらは船着場で誰かを片付けるつもりだったみたいだよ。あんたた
ちはその仕事を代わりにやってあげたことになるんじゃないかな。
その後、あいつらはどこかに行っちゃったよ」
　ダーラはまた、船着場を見張っていたカルト教団員たちが「あの
商人の屋敷に向かおう」と言っていたのを聞いている。そして彼ら
は、「今そのへんで暴れている連中と同じ、三角形を3つ並べた変
な印をつけてた」とのことである。
　子鼠団の他の子供たちはさらなる褒美の金がもらえることを期待
して、ヴァーガスの屋敷に向かっているアシュマダイを今も尾行中
である。

狂気の夜
　この夜、ネヴァーウィンターには狂気がはびこっている。そして
PCたちも、それに関連したいくつかの事件に首を突っ込むことに
なるだろう。以下の小さな遭遇をいくつか（具体的な数はDMにま
かせる）発生させた後、パーティに暗殺者たち（＝ヴァーガスの屋敷
に向かったカルト集団）の後を追わせること。これらのミニ遭遇は
主としてロールプレイの機会を与えるためのものである。技能判定
の難易度は14または21にすべきであり、どの事件も3〜4回の成
功で対処可能だ。
　これらの遭遇では戦闘が発生する可能性もある。激しい雨のせい
で、すべてのエリアにおいて、あるクリーチャーから6マス以上離
れたすべての場所はそのクリーチャーにとって “軽度の隠蔽” となっ
ている。
　各イベントの前または後に、子鼠団のメンバー 1人がダーラの元
に駆け寄って来て、ヴァーガス邸に向かっている集団の現在地を報
告する。PCたちがダーラを無視していたなら、この情報がパーティ
に渡されることはない；その代わり、PCたちはアシュマダイの暗
殺集団を目撃した通行人と偶然出くわすことになる。
　DMが特に認めない限り、これらのミニ遭遇とウォー・ウィザード
の奮闘の遭遇との間で小休憩を取ることはできない。PCたちが休
憩している間も、アシュマダイたちは雨の路上を移動し続けるので、
PCたちは次の遭遇に間に合わなくなってしまう。

1. 1人の“支配されたごろつき”が喧嘩を売りながら路上を歩きまわ
り、窓から顔をのぞかせた市民を威嚇している。PCたちは〈威
圧〉、〈交渉〉、または〈はったり〉によってこのごろつきを落ち着
かせることができる。また、〈事情通〉で巡回中の衛兵を呼び寄
せることもできる。これらの判定に合計3回成功すれば、ごろ
つきの強気な態度は崩れ、ただの錯乱者となる。そうなれば市
民たちもごろつきを取り押さえることができるだろう。

2. 5人の火事場泥棒が市中の混乱に乗じて地元の店で略奪を働い
ている。PCたちは〈威圧〉、〈交渉〉、または〈はったり〉によって、
火事場泥棒どもに略奪をやめて立ち去らせるか、あるいは他の
市民たちに呼びかけて店を守らせることができる。また、PCた
ちは〈事情通〉で巡回中の衛兵を呼び寄せることもできる。

3. 制御不能になった馬車が路上を暴走している。御者はハーフエ
ルフの女性で、暴れだした馬を必死に落ち着かせようとしてい
る。PCたちは〈運動〉、〈軽業〉、または〈自然〉によって馬車を止
めることができる。また、〈自然〉や〈交渉〉によってこのハーフ
エルフに指示を与え、彼女に冷静さを取り戻させて、馬車を止
める手伝いをすることもできる。

4. ダーラとPCたちは子鼠団の一員であるハーフエルフの少年チャ
ダル（年の頃は10台半ばに見える）が怪我をしているのを見つけ
る。彼は火傷を負っており、自分が集めたアシュマダイに関す
る情報をダーラに報告して気を失う。PCたちは〈交渉〉および〈治
療〉によってチャダルを落ち着かせ、意識を取り戻させることが
できる。〈治療〉判定の代わりに回復魔法を使ってもよい。冒険
者たちは〈魔法学〉によって、この火傷が地獄の炎によるもので
あると判断できる。PCたちがチャダルを治療しようとしない場
合でも、少年は自分が知りえたことを話そうとするが、腹を立
てたダーラはウォー・ウィザードの奮闘に先駆けてアシュマダイ
たちに警告を発するため、PCたちがその遭遇で〈隠密〉を使用す
ることは不可能になってしまう。

　DMが発生させると決めた最後のイベントを終えた時点で、PCた
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ちはアシュマダイの暗殺部隊の後姿を捉える。このカルト教団員た
ちは明らかに明確な目的地を目指して移動している。

パーティが暗殺部隊を目にした時点で、以下の文章を読み上げること：
　煙と雨の向こうに、黒いマントをまとった一団が何やら邪悪な目
的の元に路上を進んでいくのが見えました。彼らは急ぎ足で角を曲
がり、わき道に入って行きます。

　PCたちがアシュマダイを追いかけるなら、ちょうど暗殺部隊が
ヴァーガスの屋敷に到着した瞬間に追いつくことになる。

PCたちがヴァーガスの屋敷に着いたなら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　嵐の中にも関わらず、この豪華な屋敷は不思議と静まりかえって
いました。カルト教団員たちは屋敷の扉を開けて中に突っこんで行
きます。よほど急いでいるらしく、扉は開けっ放しになっています。

　難易度10の〈事情通〉判定に成功すれば、この屋敷がエルデン・
ヴァーガスのものだと分かる。彼は元コアミアのウォー・ウィザー
ドであり、今はこの都市で商人になっている。
　ウォー・ウィザードの奮闘の遭遇に進め。

支配されたごろつき	 レベル 4　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：62；重傷値：31	 イニシアチブ：＋4
AC16；頑健17、反応16、意志14	 〈知覚〉＋3
移動速度：6
特徴
マッド・タクティクス／狂乱戦術
　減速状態、あるいは動けない状態のクリーチャーはこのごろつきに対して戦
術的優位を与える。

標準アクション
m 代用武器（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d8＋5ダメージ、さらに目標が戦術的優位をこのごろつきに与えて
いるなら、その目標は倒れて伏せ状態となる。

r ものを投げる（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d6＋5ダメージ。

【筋】17（＋5）	 【敏】14（＋4）	 【判】12（＋3）
【耐】12（＋3）	 【知】10（＋2）	 【魅】9（＋1）
属性：悪	 言語：共通語

火事場泥棒	 レベル 2　雑魚　遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋3
AC15；頑健13、反応11、意志12	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
モブ・ルール／数だのみ
　火事場泥棒は、自分から5マス以内に少なくとも2体以上他の火事場泥棒が
いる場合、すべての防御値に＋2のパワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m クラブ（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：5ダメージ。

【筋】14（＋3）	 【敏】11（＋1）	 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）	 【知】9（＋0）	 【魅】13（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：クラブ

ウォー・ウィザードの奮闘
遭遇レベル6

セットアップ
ヴィジャー・デヴィル（D）
アシュマダイの殺し屋（T） 4体
烙印帯びし狂信者（B） 2体
エルデン・ヴァーガス（V）

　アシュマダイたちはパーティが到着する寸前にヴァーガスの屋敷
に突入した。このカルト教団員たちは自分たちたちが尾行されてい
るとは夢にも思っていないため、PCたちは気づかれずに扉まで忍
び寄ることができる。アシュマダイはPCたちのことをヴァーガス
に雇われた護衛だと思い込み、攻撃をしかけてくる。
　忍び寄ると宣言したプレイヤーには難易度14の〈隠密〉判定を行
なわせること。これに成功すればそのキャラクターは戦闘の開始時
に隠れていることになる。

　PCたちが屋敷の中を覗いた時点で以下の文章を読み上げること：
　黒いマントを羽織ったカルト教団員たちが立ち並ぶ奥に、紫色の
ローブを着て稲妻を模したロングスピアを構えた中年男性が見えま
す。彼の槍の扱いはなかなかのものであり、1人で多人数を相手に
しているにも関わらず怯えた様子もありません。
　「私はエルデン・ヴァーガス、この家の主だ」男が言います。「狼
藉者ども、今なら怪我をせずに帰してやるぞ」
　カルト教団員たちから笑い声が上がります。指揮官らしき男が「ア
シュマダイに逆らう者に天誅を下してやる！　貴様は敵にすべきで
ない存在を敵にまわしたのだ！」と叫びます。

　難易度21の〈看破〉判定に成功したPCは、ヴァーガスがPCたち
の存在に気づいていることを知る。

烙印帯びし狂信者（B）×2	 レベル 4	暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：66；重傷値：33	 イニシアチブ：＋4
AC16；頑健17、反応16、意志15	 〈知覚〉＋4
移動速度：6
標準アクション
m ブランディング・アイアン／焼き印（［火］、［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d68［火］ダメージ

R ヘルファイアー・チェイン／地獄の鎖（［火］）◆無限回
　攻撃：遠隔・3（クリーチャー1体）；＋7対“頑健”
　ヒット：2d6＋5［火］ダメージ狂信者は目標を2マスまで引き寄せる。目標
はさらに使用者の次のターン終了時まで減速状態となる。

ボウ・トゥ・ユア・マスター／汝が主に跪拝せよ◆再チャージ：どちらの攻撃
もヒットしなかったなら
　効果：烙印受けし狂信者はヘルファイアー・チェインを使用する。それに
より目標がこの狂信者に隣接したなら、狂信者は目標に対してブランディング・
アイアンを使用する。両方の攻撃がヒットしたなら、目標は倒れて伏せ状態と
なる。

技能：〈威圧〉＋8、〈隠密〉＋9
【筋】17（＋5）	 【敏】15（＋4）	 【判】14（＋4）
【耐】16（＋5）	 【知】11（＋2）	 【魅】12（＋3）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ローブ、焼き印（メイス）
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　アシュマダイがPCたちに気づいた時点で、以下の文章を読み上げる
こと：
　「伏兵か！」と指揮官が叫び、他のカルト教団員たちが一斉にトゲ
の生えた鎖を構えます。「皆殺しにしろ！」
　指揮官がフードをはねのけると、デヴィルの顔があらわになりま
す。鉤爪の生えた手の一方には地獄の業火が跳びはね、もう一方の
手にはロッドに似た杖を持っています。

戦術
　ヴィジャー・デヴィル：このデヴィルはなるべく遮蔽を取るか仲間
の背後に隠れ、ワード・オヴ・コマンドとインファーナル・アド
ヴァイスで狂信者たちに命令を下す。
　烙印帯びし狂信者：この狂信者たちはPCたちのことをヴァーガス
に雇われた護衛だと思い込み、最寄のPCを攻撃する。
　エルデン・ヴァーガス：このウィザードはライトニング・スピアで
敵を突き刺し、ミスディレクションで敵の攻撃をPCに向けてから、
ライトニング・ステップで屋敷近くの路地に逃れる。ただしPCた
ちが不利そうなら、一緒に戦おうとする。その場合はヴィジャー・
デヴィルを優先的に狙う。

エルデン・ヴァーガス（V）	 レベル 7　精鋭　制御役（指揮）
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：152；重傷値：76	 イニシアチブ：＋6
AC21；頑健17、反応20、意志19	 〈知覚〉＋5
移動速度：6
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O エクスペディシャス・オーラ／高機動のオーラ◆オーラ5
　このオーラの範囲内にいる味方は全員、シフトする時追加でさらに1マスのシ
フトを行なうことができる。

標準アクション
m r ライトニング・スピア／電撃の槍（［電撃］、［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・2、あるいは遠隔・10（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋
10対“反応”
　ヒット：3d6＋4［電撃］ダメージ
　効果：この攻撃を近接攻撃として行なったなら、ヴァーガスは目標を1マス横
滑りさせることができる。遠隔攻撃として行なったなら、目標は倒れて伏せ状
態となる。

R マインド・バーン／精神焼尽（［精神］、［火］）◆再チャージ：ヴァーガスが［火］ダ
メージまたは［精神］ダメージを受けた時、および最初に重傷になった時
　攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋10対“意志”
　ヒット：3d8＋7の［精神］かつ［火］ダメージ、さらに目標は自身から3マス以
上先を見ることができなくなる（セーヴ・終了）。

R ミスディレクション／攻撃誘導（［魅了］）◆再チャージ：このパワーがミスした
なら
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対“意志”
　ヒット：目標は、ヴァーガスが選んだヴァーガスの味方1体以外を目標として
攻撃を行なうときには弱体化状態となる。この効果は遭遇終了時、あるいは
ヴァーガスに選ばれた目標の味方のヒット・ポイントが0になる時まで持続する。

移動アクション
ライトニング・ステップ／電光の一跳び（［瞬間移動］）◆遭遇毎
　効果：ヴァーガスは10マスまでの瞬間移動を行なう。この時彼自身に隣接
している2体までの味方も一緒に瞬間移動する。ヴァーガスは過去24時間以
内に見たことのある場所へ瞬間移動でき、そこには視線が通っている必要は
ない。

トリガー型のアクション
ストーム・ジョーント／嵐の小旅行◆遭遇毎
　トリガー：ヴァーガスが重傷の時に、攻撃が彼にヒットする。
　効果（即応・割込）：ライトニング・ステップは再チャージされ、ヴァーガス
はただちにそれを使用する。

技能：〈宗教〉＋12、〈はったり〉＋11、〈魔法学〉＋12
【筋】10（＋3）	 【敏】16（＋6）	 【判】15（＋5）
【耐】12（＋4）	 【知】19（＋7）	 【魅】16（＋6）
属性：悪	 言語：共通語

ヴィジャー・デヴィル（D）	 レベル 7　制御役（指揮）
中型・永劫・人型（デヴィル）
hp：80；重傷値：40	 イニシアチブ：＋4
AC21；頑健19、反応19、意志21	 〈知覚〉＋6
移動速度：6、瞬間移動4	 暗視
抵抗：［火］10
標準アクション
m セプター／権杖（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋12対AC
　ヒット：2d8＋4ダメージ。さらにこのデヴィルは目標を1マス横滑りさせる。

R ヘルファイアー・ボルト／地獄の業火弾（［火］）◆無限回
　攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋10対“反応”
　ヒット：2d10＋2［火］ダメージ、および目標はこのデヴィルの次のターンの
終了時まで戦術的優位を与える。

M ワード・オヴ・コマンド／命令の言葉（［魅了］）◆無限回
　効果：近接・2（このデヴィルに戦術的優位を与えているクリーチャー1体）；
デビルはそのクリーチャーを3マスまで横滑りさせる。そのクリーチャーは、1回
のフリー・アクションとして、このデヴィルが選択した1体のクリーチャーに対し
て1回の近接基礎攻撃を行なう。

マイナー・アクション
ヘルファイアー・エンチャントメント／地獄の業火付与（［火］）◆再チャージ：こ
のパワーの作用を受けている味方がいなくなった時
　効果：このデヴィルから5マス以内にいる味方1体に、その味方の次のターン
が終了するまでの間、近接攻撃の際に5の追加［火］ダメージを与える。

トリガー型のアクション
インファーナル・アドヴァイス／地獄の助言◆再チャージ： 6
　トリガー：このデヴィルから10マス以内にいる味方が、攻撃ロールをミスする
か、技能判定に失敗する。
　効果（即応・割込）：トリガーとなった味方はその攻撃ロールまたは技能判
定を再ロールすることができ、その再ロールにおいて＋2のボーナスを得る。

技能：〈看破〉＋11、〈交渉〉＋12、〈はったり〉＋12
【筋】13（＋4）	 【敏】12（＋4）	 【判】16（＋6）
【耐】16（＋6）	 【知】22（＋9）	 【魅】18（＋7）
属性：悪	 言語：神界語
装備：セプター

アシュマダイの殺し屋（T）×4	 レベル 3　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：56；重傷値：28	 イニシアチブ：＋1
AC15；頑健16、反応14、意志15	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
サグ・タクティクス／殺し屋の戦術
　この殺し屋は自分の仲間が少なくとも1体は隣接している目標に対して、戦術
的優位を得る。

標準アクション
m クラブ（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：2d67ダメージ。

M クリップリング・ストライク／足止め打撃（［武器］）◆再チャージ： 6
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：3d6＋10ダメージ、さらに目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。
　ミス：半減ダメージ。

M インヴォーク・アスモデウス／アスモデウスへの祈願（［火］）◆遭遇毎
　必要条件：この殺し屋は重傷でなければならない。
　効果：この殺し屋はクラブを使用する。その攻撃がヒットしたなら、目標は
2d6の追加［火］ダメージを受ける。その攻撃がミスしたなら、この殺し屋は
1d6の［火］ダメージを受ける。

技能：〈威圧〉＋6、〈運動〉＋9、〈事情通〉＋6
【筋】17（＋4）	 【敏】10（＋1）	 【判】12（＋2）
【耐】16（＋4）	 【知】9（＋0）	 【魅】11（＋1）
属性：悪	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、クラブ
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このエリアの特徴
　明るさ：屋敷の中は“明るい”光に照らされている。
　家具：家具はどれも移動困難な地形である。
　浴室：この部屋には銀色のバスタブと空の甕

かめ

がある。クリー
チャーがこの部屋に入ると、魔法によって甕は水で満たされ、お湯
を沸かし始める。
　階段：階段を登ろうとする際には、移動困難な地形とみなされる。
この階段を登りきるには、1階部分（Bottom Level）の3マスと2階
部分（Top Level）の3マスを足した2倍、すなわち12マスぶんの移
動が必要となる。
　窓：窓を打ち破るためには、難易度10の〈運動〉判定またはダメー
ジを与える攻撃を成功させる必要がある。開いた窓を通っての移動
は移動困難な地形を通過しているものとみなされる。
　寝室：ヴァーガスの寝室である。クローゼットの中に彼の財産が
収納されている（『報酬』参照）。
　バルコニー：閉め切られた扉の外には雨ざらしのバルコニーがあ
る。地面から20フィートの高さだ。

結末
　戦闘が終了すると、PCたちがヴァーガスを攻撃したりしない限り、
ヴァーガスはPCたちに助けてもらった礼を言う。

　以下の文章を読み上げること：
　ヴァーガスが言います。「ありがとう、助かったよ。この夜に起
きていることから考えて、襲撃されることは予想していたのだが。
私は元コアミアのウォー・ウィザードだ。アシュマダイの連中は私
が奴らの犠牲者にかけられている呪いを解くのを阻止しようとした
のだと思う。
　「私は精神の作用に関してずいぶんと勉強したから、狂気に犯さ
れた人たちを助けるための力になれると思う。私たちがコアミアを
離れた時、妻のカリスが恐ろしい呪いをかけられて正気を失ってし
まったんだ。私はそれを解く方法を探してネヴァーウィンターに来
た。妻は治療のためにヘルム砦で預かってもらっているんだが、私
は大聖堂に入れてもらえず、妻に会えない状況が続いている。君た
ちが口ぞえしてくれるなら、今晩狂気に犯された人々を助けるため
に喜んで微力を尽くそうと思う。私は妻を助けることこそできな
かったが、他の人は助けられるかもしれない」

　難易度23の〈看破〉判定に成功すると、ヴァーガスは狂気に犯さ
れた人々のことを本気で心配してはいないことが分かる。ただし、
妻のカリスに会いたいという彼の気持ちは本物である。ヴァーガス
がヘルム砦に入るための助力をPCたちが断った場合、彼は強く主
張しようとはせず、同じ話題を 2 度と持ち出さない。その代わり、
彼は自力で大聖堂に乗り込み、2章において大聖堂に登場する。
　PCたちが何らかの理由でこのシーン中にヴァーガスを攻撃した
場合、彼は怒り狂って復讐を誓った後、瞬間移動で逃走する。

報酬
　街を覆う狂気に対処し、アシュマダイと戦い、ヴァーガスを助け
たことによって、PCは1人あたり875XPを得る。今シーズンのす
べてのセッションに参加してきたキャラクターはこの時点で5レベ
ルになる。
　財宝：ヴァーガスがヘルム砦に入るための手伝いを引き受けた場
合、ヴァーガスは報酬として PC1 人あたり 300gp と、魔法のアイ
テムを4つ差し出す（P.2の『宝物表』を使うこと）。また翌日になると、
手伝いの有無に関係なく、狂気の夜の間にPCたちに助けられた衛
兵や商人その他の住人たちから、PC1人あたり25gpの礼金が届く。

セッションを終える
　遭遇がどのような形で終了したにせよ、ヴァーガスは屋敷を離れ
て姿を消す。時を同じくして、狂気を撒き散らしていた魔法も消え
ていく。

　以下の文章を読み上げること：
　嵐はようやく鎮まり始めています。薄くなった雲の合間から朝日
が差し込んできます。ひょっとしたら、今晩の皆さんは正しいこと
をしたのだという神々からのメッセージかもしれません。しかし、
水平線には昨日よりも大きな黒雲が垂れ込めています。

　冒険者たちはこの時点で大休憩を取ることができる。このセッ
ションはここで終了となる。
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難易度調整
　この遭遇はヴァーガスの助力があってなお困難なものとして意
図的に作られている。これは第1章のクライマックスであり、パー
ティは死力を尽くして戦うことになるだろう。難易度を下げたい
場合は、1〜2体のカルト教団員にPCではなくヴァーガスを攻撃
させること。また、ヴァーガスが（ダイス・ロールを行なわずに）1
〜2体のカルト教団員を倒すことにしてもよい。難易度を上昇さ
せたい場合は、一番盛り上がりそうな場面で（それまで隠れてい
たことにして）追加のカルト教団員を1〜2体登場させること。

Bottom Level

Top Level

B

B

T

T

T

T

D V

START 
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第2章：ヘルム砦の混沌
　ヴァーガスがヘルム砦に鎮座すると嵐はネヴァーウィンターを
覆って本格的に荒れ狂う。ヴァーガスは城内にあって、妻が嵐の力
を吸収できるようにし、妻を癒す計画を立てている。これを止めら
れるのは冒険者たちだけである。

セッション5：狂気の口の中へ
　ヴァーガスを狂信者たちから救ったのち、英雄たちは数日の休み
を取った。
　このセッションを開始する前に、キャラクターのうち充分なXPを
得た者がちゃんと5レベルにレベルアップしていることを確認しよう。

　セッション開始時に以下を読み上げること：
　あれから2日が経ちました。あの夜のことは “ネヴァーウィンター
の狂気の夜” として知られるようになっています。あの夜を生きのび
たものの精神に異常をきたした者たちは、兵隊によってヘルム砦に
送られました。これは死せる神ヘルムの神殿を中核とした共同体で、
精神の不調を治療する施設として有名なのです。あれ以来、誘拐や
襲撃の報告はありません。皆さんがアシュマダイの一派閥を壊滅さ
せたので、奴らはしばらく息を潜めているのでしょう。
　ここ数時間は事もなく穏やかでした。けれど今は、また激しい雨
が町を襲い、風の強いせいで、開けた場所を歩くのは危ないことに
なっています。敢えて家の外に出る者はほとんどいません。大嵐の
おかげで、町のだれもが、「これからどうなってしまうんだろう」と
危ぶんでいます。

　何かをせねばならない。そんな気がします。レイディ・ニドリス
と話をするのもよいでしょう。浜に乗り上げたリヴァイアサン亭で
ハラグと話をする手もあります。ただ天気を眺めているだけでなく、
もっと何かやることを探してみるのもよいでしょう。サビーヌ将軍
はムルン・ホランの通夜をすることになっています。“狂気の夜” に
月長石の仮面亭で殺された人物です（訳注：原文ママ。ただしホラ
ンが殺されたのは実際にはリヴァイアサン亭である）。あなたがた
はみな、通夜に招かれています。

　この休止時間に、キャラクターたちは町で交渉ごとをしたり（『ツ
テをたどる』参照）、新しいクエストを探したり（『ヘルム砦からの頼
み』参照）することができる。さらに装備品や消耗品を購入すること
もできる。

ツテをたどる
　行動が一時休止している今は、キャラクターたちが（今シーズン
中で）これまで出会ったNPCを再訪するのによい折である。キャラ
クターはそれぞれ、パーティを離れて以下のいずれかの訪問を行な
うことができる。
1.	 レイディ・ニドリスはブラックレイクの邸宅で思い悩んでいる。

彼女の息子ザーンはキャラクターたちに救出された後で発狂し、
“狂気の夜”に彼女を殺そうとした。ミンターンの兵士たちがザー
ンを拘束し、ヘルム砦に連れていった。そしてヘルム砦の大聖
堂は新しい責任者によって閉鎖された。ニドリスは息子に会い
に行くことも、便りを届けることもできずにいる。彼女はキャ
ラクターたちに、もしそちらへ向うならザーンに手紙を届けて
ほしいと頼み、引き受けてもらえるならキャラクター 1人につ
き25gpを払おうと申し出る。
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2.	 サビーヌ将軍は月長石の仮面亭で、配下の番兵隊長ムルン・ホラ
ンの通夜をしている。彼は優秀な兵士であり命令に背くことが
なかった。キャラクターがサビーヌと杯を交し（パーティが以前
にこの宿屋を救っている場合、飲み代は宿屋持ちになる）、彼女
の話に耳を傾けるならば、彼女は一行にホランの＋2ウェポン・
オヴ・ディフェンスを手渡し、心して使っておくれと頼む。

3.	 ハラグは浜に乗り上げたリヴァイアサン亭におり、この酒場が
“狂気の夜” の中心地だったと恐れられていることにご満悦のて
いである。この老船乗りは戦いの痕跡をそのまま残しておき、
客にこれを見せ、かつ “狂気の夜” の話を聞かせて金を取ってい
る。ハラグはキャラクターたちにはただで食い物と飲み物を出
し、「ヘルム砦で反乱が起きたという噂を聞いた」と話してくれ
る。ヘルム砦は「竜の宝の山よりもなお厳重に守られている」の
だが、と。

4.	 エルデン・ヴァーガスは、キャラクターたちが彼と会った夜以来、
姿を見せていない。彼がブラックレイク地区に有する邸宅（解錠
には難易度21の〈盗賊〉判定が必要）はもぬけのからであり、彼
は急いで屋敷を引き払ったらしい。

ヘルム砦からの頼み
　適当なところで、病弱な使者がひとり現れる。色あせた陣羽織に
はヘルム砦の紋章――目のある籠手の印がある。このゴレヴという
若者は、砦の大司祭に相当する人物、修道士サターリンからの火急
の書状を持ってきたのだという。ゴレヴがおずおずと歩き、どもり
どもり説明するところによれば、彼は “狂気の夜” の英雄たちを見つ
けてこれをお渡しせよと言いつかったのであるという。

　キャラクターたちが手紙を読むなら、内容は以下の通り：
　英雄たちよ、助け給え。ネヴァーウィンターを襲った狂気は、消
え去ったのではなく、ヘルム砦じゅうに広がっている。恐るべき怪
物のごとき一個の人物が、寺院を掌握し、我らの尊き女預言者を、
おのが意のままに動く奴隷となした。かの人物は療養所の哀れな者
どもを操っている。患者らは、かの人物のために戦い、死を恐れぬ。
そのさま、さながら狂気の軍勢というべきである。かの人物が何を
なさんとするかを、愚僧は恐れる。
　もしおんみらにして、ヘルム砦を救うの意あらば、請う、すみや
かに来

きた

れかし！
 ――サターリン

　キャラクターたちが報酬を求めるなら、ゴレヴは「サターリン修
道士はできるだけのお礼をするつもりだと言っています――ヘルム
砦は豊かというわけではないのですけれど」と伝える。
　ヘルム砦は小さな町で、ネヴァーウィンターからは南東へ一日の
行程である。町の一番の特徴はヘルムの大聖堂で、今は大騒ぎの舞
台となっている。

　キャラクターたちがヘルム砦に近づいたら以下を読み上げること：
　広い堀を越えた先に大きな大聖堂があって、嵐の空にそびえてい
ます。明りのともった窓がたくさん、まるで目のようにぎらぎら光っ
ているのが、雨を通して見えます。ヘルム砦の町はそっくりそのま
ま砦のようで、まわりには町を支える村があり、大聖堂の扉のあた
りには、大勢の人が集まっています。

　DMはプレイヤーたちに前ページのヘルム砦の絵を見せてもよい。
大聖堂の前には数十人の住人が集まり、入れてくれと言っているが、
冒険者たちがやって来ると道をあけてくれる。
　キャラクターが誰かに「何が起きているのか」と聞いたなら、返っ
てくる答は、大聖堂は封印されてしまったというものである。ふだ
んは親切であけっぴろげな僧侶たちが、今は木で鼻をくくったよう
で、誰にも理由を説明しようとしない。また、僧侶たちは “拷

トーメンター

問官”
と呼ばれる人物に言及する。

　キャラクターたちが大聖堂の扉に近づいたら以下を読み上げること：
　灰色のローブと赤い頭巾を着けた僧侶たちが、大聖堂の大扉のか
たわらに立っています。その目はうつろで、まるで “狂気の夜” の最
中に会った人々のようです。
　抑揚のない声で、ひとりの僧侶が言います。「戻れ。“拷問官”のご
命令だ」
　〈知覚〉難易度14：門のそばの矢狭間の向うに、もう数人、ロー
ブを着た人影が潜んでいます。

　キャラクターたちは戦って押し通ることもできる（当然すべての
番兵が警報を受けることになる）。若干工夫すれば戦いをより楽に
できる。キャラクターたちが大聖堂に入る際に試みる可能性のある
さまざまな手段についての裁定例を以下に挙げる。
　大聖堂に入りこむ：大聖堂には裏口がある。PCはもともとこれを
知っているかもしれず（難易度14の〈歴史〉判定）、集まっている住
人から聞き出せるかもしれない（難易度14の〈交渉〉判定）。裏門へ
の移動には難易度10の集団〈隠密〉判定が必要である。この判定に
失敗したなら、大聖堂のその付近にいた敵が一行を見つけ、警報を
発する。鍵のかかった門を開くには難易度21の〈運動〉または〈盗賊〉
判定が必要である。
　大聖堂の窓のほとんどは、高すぎるか狭すぎて侵入には向かない。
けれど侵入可能な窓もある。魔法で守られた日光浴室の、カーテン
を引いた窓がそれである。キャラクターたちはもともとこの窓の存
在を知っているかもしれない（難易度21の〈歴史〉判定）。また、大
聖堂のまわりを回ったなら、くだんの窓を目にして「これは使える」
と気づくかもしれない（難易度14の〈知覚〉判定）。外側から窓を開
けるには難易度14の〈運動〉判定か難易度21の〈盗賊〉判定を要する。
次に日光浴室内の患者たちを、彼らが叫び出す前におとなしくさせ
ねばならない（難易度21の〈はったり〉、難易度21の〈交渉〉、難易
度14の〈威圧〉のいずれかの判定が必要）。患者が叫び出せば番兵が
警報を受けることになる。
　番兵をごまかす：キャラクターたちは治療が必要な患者のふりを
することもできる。これには難易度21の〈はったり〉または〈交渉〉
判定を行ない、さらにその後に難易度10の集団〈はったり〉判定を
行なう必要がある。（訳注：両方に）成功すれば門番は一行を中へ通
してくれる。
　暴徒を利用する：キャラクターたちは難易度21の〈はったり〉また
は〈交渉〉判定に3度成功すれば、集まっている住人たちをたきつけ、
門を襲わせることができる。そうなった場合、暴徒は2人の門番を
攻撃し、矢狭間の背後にいる侍僧たちはパーティではなく暴徒を射
つ。番兵の注意がそれている間に、キャラクターたちは他の侵入方
法を試してみることができる。次ページの『このエリアの特徴』を参
照のこと。群集は2人の門番を打ち倒すが、抵抗を受けたこともあり、
大聖堂の中へ押し入るのは躊躇する。また、騒ぎが起ったせいで中
の番兵は警報を受け、入口へ走ってくる。
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寺院強襲
遭遇レベル5

セットアップ
支配された魔道士（M） 1体
支配された信奉者(A) 1体
支配された侍祭（D）  6体

　ヴァーガスは大聖堂をわがものとする過程で、患者の世話をする
僧侶や侍僧たちを操るようになった。操られている者たちはマップ
上の指定の場所に存在するが、彼らのコマを配置するのは、キャラ
クターから彼らが見えるようになってからにすること。
　キャラクターたちが大聖堂に忍び込んだ場合、中で最初に出会っ
た番兵に攻撃を受ける。番兵は同時に警報を発する。キャラクター
たちが用心深くふるまっていれば、番兵に忍び寄って不意を討てる
可能性もある。

支配された侍祭（D）×6	 レベル 3　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：51；重傷値：25	 イニシアチブ：＋4
AC15；頑健13、反応15、意志14	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
標準アクション
m カッジェル／棍棒（［武器］）◆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、もしも目標がこの信奉者に戦術的優位を与えてい
るなら3d6＋4ダメージ。

R クロスボウ（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：2d8＋4ダメージ

マイナー・アクション
M マッド・フェイント／狂乱の不意討ち◆無限回（1ラウンド1回のみ）
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対“意志”
　ヒット：信奉者は目標に対し、自分の現在のターン終了時まで戦術的優位
を得る。

【筋】11（＋1）	 【敏】17（＋4）	 【判】12（＋2）
【耐】11（＋1）	 【知】12（＋2）	 【魅】11（＋1）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ローブ、棍棒、クロスボウ、ボルト×10

支配された魔道士（M）	 レベル 4　砲撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：42；重傷値：21	 イニシアチブ：＋2
AC18；頑健15、反応17、意志16	 〈知覚〉＋3
移動速度：6
標準アクション
m クオータースタッフ（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d8＋2ダメージ

r マジック・ミサイル／魔法の矢（［力場］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）
　効果：［力場］ダメージ8。

R ファイアー・ダーツ／炎の投げ矢（［火］）◆再チャージ 5 6
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体、2体、あるいは3体）；＋7対“反応”
　ヒット：1d6＋6［火］ダメージ

【筋】10（＋2）	 【敏】11（＋2）	 【判】12（＋3）
【耐】12（＋3）	 【知】18（＋6）	 【魅】15（＋4）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ローブ、クオータースタッフ

支配された信奉者（A）	 レベル 3　制御役（指揮）
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：46；重傷値：23	 イニシアチブ：＋2
AC17；頑健15、反応14、意志16	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
標準アクション
m ダガー（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：2d4＋4ダメージ、さらにこの侍祭は目標を1マス横滑りさせることが
できる。

C インセイン・シュリーク／正気失いし絶叫（［精神］）◆無限回
　攻撃：近接範囲・噴射3（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）；＋6対“意
志”
　ヒット：1d6＋5［精神］ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。

マイナー・アクション
C インサイト・アライ／味方を駆立てる◆再チャージ：初めて重傷になった時
　効果：近接範囲・爆発5（爆発の範囲内にいる味方1体）；この侍祭は目
標を3マスまで横滑りさせる。目標は一時的hp10を得る。目標は、一時的hp
を1ポイントでも有している限り、ダメージ・ロールに＋5のパワー・ボーナスを
得る。

【筋】11（＋1）	 【敏】12（＋2）	 【判】12（＋2）
【耐】14（＋3）	 【知】12（＋2）	 【魅】18（＋5）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ローブ、ダガー

戦術
　これらの敵は、精神をねじ曲げられているため、チームワークが
なっていない。あるエリアで戦闘の物音を聞いたなら、自分たちの
仲間を助けるため、そちらへ動く。

このエリアの特徴
　明るさ：たくさんの松明が、大聖堂の外側に “明るい” 光を提供し
ている。内側も永続的な魔法の輝きによって “明るい”。日光浴室の
明りは魔法円から来るものだけで、その明るさは“薄暗い”。
　正門（Front	Gate）：正門の扉は閉され、鍵がかかっている。キャ
ラクターたちは衛兵のポケットから鍵をすり取ることもできるし

（難易度22の〈盗賊〉判定）、門をこじ開けることもできる（難易度
22の〈運動〉または〈盗賊〉判定）。
　入口の間の左右に立つ像は遮断地形である。矢狭間は“良好な遮蔽”
を提供する。階段はこれを登る者にとっては “移動困難な地形” であ
る。階段は大聖堂の2階へ続いている。
　大広間（Main	Hall）：正門付近からこの部屋に通じる扉は閉され、
鍵がかかり、かんぬきがかかっている。難易度22の〈盗賊〉判定に
よって解錠は可能だが、それでもかんぬきがかかっているため開か
ない。無理やり押し開くには難易度25の〈運動〉判定が必要である。
　食堂（Mess	Hall）：寺院の者たちはこの部屋で食事を取る。調度
類（訳注：テーブルや椅子のあるマス）は “移動困難な地形” である。
テーブルには食器その他、代用武器として使える品々がある。壁に
はいくつもタペストリがかかり、立派な騎士や、ヘルムの教えにあ
る神聖な事跡が描かれている。
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難易度調整
　遭遇の難しさを変えたい場合、キャラクターたちと対峙する侍
僧の数を変更するとよい。大広間に現れる侍祭の数を増やした
り減らしたりするのである。



　魔法で守られた日光浴室（Warded	Sun	Room）：侍僧たちは反
抗的な患者を、ヴァーガスが処遇を決めるまで、この部屋にほうり
こんでおく。とりこは床の魔法円のなかに閉じこめられる。魔法円
は円の外からなら誰でも1回のマイナー・アクションとして破るこ
とができる。『患者たち』の項も参照。
　宿舎（Barracks）：侍僧たちが休息できる部屋。調度類（訳注：寝
台や箱のあるマス）は“移動困難な地形”である。箱の中には衣類その
他の日用品がつまっている。
　裏門（Back	Gate）：この裏口は番兵の数も少ない。模様の入っ
た床石には、“ヘルムの祝福”と呼ばれる恒久的な守りの魔法がかかっ
ている。印のついたマス（訳注：床に模様のある4マス×4マスの範
囲）に立っており、かつ防御専念アクションを取った者は5の一時
的hpを得る。この特性を判別するには難易度15の〈魔法学〉または

〈宗教〉判定が必要である。

患者たち
　キャラクターたちは日光浴室の魔法円に閉じこめられた患者たち
とやりとりをする可能性がある。患者はみな、キャラクターたちに
“拷問官”（悪魔の仮面をつけ黒いマントを着た男）はいま大広間にお
り、女預言者の意志をくじいて意のままに操ろうとしているのだと
教えることができる。魔法円の中に捕われているのは以下のうち数
人または全員である。
1.	 修道士サターリンは年老いたドワーフの僧侶で、助けを求める手

紙を書いた当人である。発狂してはいないが患者たちの間で過
ごした時期が長いせいでいささか見当識を失っている。彼はキャ

ラクターたちが来てくれたことに感謝し、どうか大聖堂の者や
大聖堂にいる者を殺めないでくれと頼む。もし解放されたなら
彼は一行を消耗品の箱まで連れてゆく（『宝物』の項を参照）。

2.	 ザーンはレイディ・ニドリスの息子である。冒険の中で以前に
救出されている場合、ここにいる。他の患者たちに比べると驚
くほど穏やかな声で話し、態度も穏やかだがそれは母親につい
て言及されるまでのことで、母親のことを聞くと堰を切ったよ
うに泣き出す。

3.	 アラス・“ラス”・ヴィルは無口な、ひげのないドワーフのモンク
で、人に混じらずいつも座って瞑想している。整った顔立ちだ
が顔の右半分と右拳の少なからぬ部分にやけどの跡がある。も
し問われれば「私は生涯の過ちをつぐなおうとしている」とだけ
答える。他の患者たちは彼を避ける。

4.	 セルドラ・ティルマランデはハーフエルフのブレードシンガー（訳
注：Bladesingerは『ネヴァーウィンター・キャンペーン・セッ
ティング』で登場したウィザードのサブクラス）で、一年ほど前
にネヴァーウィンターを崩壊寸前にした悪名高い裏切者である

（セルドラは『The Lost Crown of Neverwinter』で重要な役目を果
した。彼女の存在は、『The Lost Crown』の後でこのアドベン
チャーをプレイしているキャラクターにとっては意味あるもの
だろう）。彼女は生れつきの指導者であり、患者仲間を励まして
“拷問官” と配下のごろつきどもの言う通りにならないようにさ
せている。だが、強力な魔法の呪いによって彼女の血管には青
い火が燃え、健康を損なっている。
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結末
　キャラクターたちは、番兵を打ち負かしたなら小休憩を取ること
ができる。だが “拷問官” との対決がまだ残っている。打ち負かされ
た番兵（や患者）は一行に、“拷問官”は大広間にいると告げることが
できる。キャラクターたちが広間に踏みこんだなら、『セッション
の最後』へ進むこと。

報酬
　キャラクターたちは、大聖堂に到着し侵入し、番兵を打ち負かし、
患者とやりとりをしたことによって1人あたり1,000XPを得る。キャ
ラクターたちはこのセッションを5レベルで開始しているので、今
は5レベルと6レベルの中ほどにいることになる。
　財宝：ここで見つかる物はすべてヘルム砦の財産である。けれど
サターリン修道士はキャラクターたちを兵舎の隠し戸棚のところへ
連れてゆく。戸棚の中にはポーション・オヴ・キュア・ライト・
ウーンズがキャラクターの人数と同じだけ、ポーション・オヴ・ク
ラリティが 1 本、エリクサー・オヴ・クレアヴォイアンスが 1 本、
スクロール・オヴ・プロテクションが1枚ある。いずれのアイテム
も『モルデンカイネンの魔法大百貨』に詳述されている。

セッションを終える
　このセッションはキャラクターたちが大広間に入った時点で終る。
一行が到着すると、ヴァーガスはこれに気づく（一行がどれほど隠
密裏に入ろうとしても）。

　キャラクターの誰かが大広間をのぞきこんだ時点で以下を読み上げ
ること：
　黒いマントを着て、真っ赤な悪魔の仮面をかぶった人型生物がひ
とり、膝をついた女を見下ろして立っています。女はおそらく預言
者ロヒーニでしょう。魅力的な中年のヒューマンですが、肌に張り
のあるその顔も、今は苦痛にゆがんでいます。ロヒーニはなにもの
かに祈りを捧げているかに見えます。そして “拷問官” の伸ばした手
からは、灼熱の魔法がロヒーニの体に注ぎこまれています。
　広間には大勢の患者たちが、しみのついた白い胴着を着て立って
います。緑の肌、金色の髪をしたエルフの美丈夫もひとりいます。
彼がその手でいとも軽々とつかまえているのは、足を引きずる、黒
い肌のヒューマンの女です。
　悪魔の仮面の顔が、あなたのほうを向きます。そしてあなたの脳
裏に、聞きなれた声が響きます。「きさまらか！」
　集中が途切れたものと見えて、“拷問官” が跳びのこうとする、そ
のとき。女預言者が上に手を伸ばして、“拷問官” の悪魔の仮面をも
ぎ取り、そして力尽きて倒れ伏します。そこにあるのはエルデン・
ヴァーガスの風雨に晒された顔です。

　ここでセッションを終了する。

セッション6： 
 
ヘルム砦の支配者
　ヘルム砦に踏みこんだキャラクターたちは “拷問官” と対峙する。
なんぞはからん、その正体はエルデン・ヴァーガスであった。

　セッション開始時に以下を読み上げること。
　大聖堂の外では雨と風が強まり、大きなステンドグラスの窓のむ
こうに稲妻が走ります。稲光が一瞬照らし出したステンドグラスの
模様は、鎧を着こんで戦に備えたヘルムの神の姿です。ヘルムの神
が見下ろす先、部屋の中にはヴァーガスが立ち、その足元には女預
言者が気を失って倒れています。ヴァーガスの後ろには緑の肌をし
たエルフがいて、ヒューマンの女の首輪から伸びる鎖を握っていま
す。
　ヴァーガスは言います。「もはや正体を隠すにも及ばぬ。カルティ
リファクスよ、カリスはこちらへ渡せ。おまえはこの屑どもを片付
けるのだ」
　エルフは首輪の鎖をヴァーガスに手渡し、薄気味悪い笑顔をあな
たがたに向けて、語るがごとく歌うがごとくに言います。「ちいさ
な勇者、遊びにきたよ。ちいさな勇者、今日もう死ぬよ」
　その体は見る見る姿を変え、骨がぽきぽきと鳴ります。手足も胴
体もひきゆがみ、肩甲骨が背中から突き出して翼に変ってゆきます。
いまやそこにいるのは一体のグリーン・ドラゴンです。身を反らし、
血走った目であたりをうかがい、口から毒の霧を吐いています。

　カルティリファクスはおしゃべりには興味がない。とはいえキャ
ラクターたちが敢えて彼と会話しようとすることもあるだろう。そ
の場合は次ページの『竜の狂気』を参照のこと。
　『緑の裏切者』の遭遇へ進む。

緑の裏切者
遭遇レベル6

セットアップ
カルティリファクス（C）
支配された患者（I）　8体
預言者（P）

　エルデン・ヴァーガスのデータはセッション4（P.20）と次の『戦
術』の項を参照。カルティリファクスは英雄たちを殺すつもりだが、
まずはヴァーガスが逃げるまで相手を足止めすることを考える。

戦術
　ヴァーガス：ヴァーガスは戦闘から逃れることしか考えておらず、
カリスを連れて電光とともに消え去る。電光は頭上の天井を打つ。
ヴァーガスとカリスは大聖堂の2階へ瞬間移動したのである。
　カルティリファクス：カルティリファクスの戦法には機動性こそが
鍵となる。そこでこのドラゴンは常に動きまわり、できるだけ多く
の敵を1回のポイゾン・スクリームに収められるような位置取りを
続けようとする。敵の近接戦闘要員の邪魔をするのは患者たちに任
せ、自分は指揮役や制御役などの弱い相手を狙う。このドラゴンは
決して女預言者を敵とは考えない。
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　カルティリファクスは初めて重傷になった直後、1回の攻撃を用
いてステンドグラスの窓を割る。hpが60以下になったなら、窓を
抜けて撤退し、嵐の夜の中へ飛び去る。セッション8で再登場する
ことになる。
　支配された患者：患者たちは近接戦闘要員を寄ってたかって攻撃
し、相手の動きを止めて、カルティリファクスが部屋を自由に動き
回れるようにする。
　預言者：英雄たちは1回の［回復］パワーを使うか、あるいは難易
度15の〈治療〉判定に成功すれば女預言者ロヒーニに意識を取り戻
させることができる。目覚めたならロヒーニは安全な場所へ這って
ゆきながらも、カルティリファクスをにらみつけ、1ラウンドおき
にカルティリファクスを以下のパワーで攻撃する。

R フォーシブル・ドミネイション／強制支配（［魅了］）◆無限回
攻撃：遠隔5（クリーチャー1体）；＋12対“意志”
ヒット：目標はロヒーニの次のターンの終了時まで支配状態になる。

　キャラクターたちには、彼女がドラゴンと精神の戦いをしており、
時おりドラゴンの動きを止めているかのように見えるだろう。だが
実際には、ロヒーニは（敵かもしれない）キャラクターたちの力量を
測るのも面白いと思っており、ドラゴンの行動をそれほど阻害しよ
うとはしていない。難易度25の〈看破〉判定に成功した者は、彼女
が力を抑えていることに気づく。なぜそうするのかと問い詰められ
たなら、女預言者は「あのドラゴンは心を病んだ友達です。できれ
ば傷つけたくはありません」と答える（そしてこの発言はウソではな
いのである）。

竜の狂気
　カルティリファクスは狂気に陥り、女預言者によって精神的に奴
隷化されることで、ヴァーガスの精神支配にもってこいの対象と
なった。だが、このドラゴン本来の人格が時おり、ヴァーガスの影
響をくぐり抜けて表に出ることがある。このためカルティリファク
スは戦闘中、次のような無意味な言葉をつぶやく。

1.	「深いところに歌がある。歌がおわると気が違う」
2.	「逃げても空を飛んで追う。ウサギのようにお走りよ。首がしまっ

てもう死ぬよ」
3.	「見知った顔のうしろには、笑って嘘つく顔がある。しっかりお

目々あけといで」
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カルティリファクス（C）	 レベル 5　単独　遊撃役
大型・自然・魔獣（ドラゴン）
hp：252；重傷値：126	 イニシアチブ：＋9
AC19；頑健17、反応19、意志17	 〈知覚〉＋10
移動速度：8（森渡り）、飛行10	 暗視
抵抗：［精神］10、［毒］10
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント2
特徴
O ポイザナス・ウーンズ／毒撒き散らす傷（［毒］）◆オーラ1
　カルティリファクスが重傷である間、このオーラの範囲内で自分のターンを終
了した敵は皆、［毒］ダメージ5を受ける。その敵が重傷である場合には代わ
りに［毒］ダメージ10を受ける。

アクション・リカヴァリィ／行動回復
　カルティリファクスのターン終了時には常に、カルティリファクスを幻惑状態、
朦朧状態あるいは支配状態にしている効果がすべて終了する。

インスティンクティヴ・フライバイ／本能的かすめ飛び攻撃
　カルティリファクスは（自分のイニシアチブ判定結果＋10）のイニシアチブにお
いて、1回のフリー・アクションとして、フライバイ・アタックを使用することが
できる。カルティリファクスが自分を支配状態、または朦朧状態としている効果
のためにこの攻撃のためのフリー・アクションを使用できない場合、攻撃は行
なえず、かわりにくだんの効果が終了する。

標準アクション
m バイト／噛みつき（［毒］）◆無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：2d10＋4ダメージ、さらに継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。
　ミス：5［毒］ダメージ。

M クロー／爪◆無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：2d8＋4ダメージ、カルティリファクスは2マスまでのシフトを行なう。

フライバイ・アタック／かすめ飛び攻撃◆無限回
　効果：カルティリファクスは移動速度分まで飛行する。この移動の間、すべ
ての防御値に＋4のボーナスを得る。そして、その移動中の好きな時点で、ポ
イズン・スクリームを使用するか、またはバイトとクローを使用することがで
きる。

C ポイズン・スクリーム／毒の絶叫（［精神］、［毒］）◆再チャージ 5 6
　攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内の敵すべて）；＋8対“頑健”
　ヒット：2d10＋3［毒］ダメージ、目標は減速状態、かつ継続的［精神］ダメー
ジ5を受ける（セーヴ・両方とも終了）。

マイナー・アクション
C ルアリング・グレア／誘い寄せの眼光（［魅了］）◆無限回
　攻撃：近接範囲・噴射10（噴射の範囲内のクリーチャー1体）；＋8対“意志”
　ヒット：カルティリファクスは目標を3マスまで横滑りさせる。

チェンジ・シェイプ／形態変化（［変身］）◆遭遇毎
　効果：カルティリファクスは自分の肉体的な外見を変化させ、再びチェンジ・
シェイプを使用するか、ヒット・ポイントが0になるまでの間、中型サイズの人
型クリーチャーの姿（通常は緑の肌のエルフ）を取る。特定個人の姿を取るた
めには、カルティリファクスはその個人を見たことがなければならない。他のク
リーチャーはその変装を見破るために難易度27の〈看破〉判定を行なうことが
できる。

トリガー型のアクション
ブラッディド・スクリーム／重傷時の絶叫◆遭遇毎
　トリガー：カルティリファクスが初めて重傷となる。
　効果（フリー・アクション）：ポイズン・スクリームが再チャージされる。即
座にこれを使用してもよい。

プレイグ・フェッド／厄災を糧にする◆遭遇毎
　トリガー：カルティリファクスが［火］ダメージあるいは［力場］ダメージを受け
る。
　効果（即応・対応）：カルティリファクスはトリガーとなった攻撃からは半減ダ
メージを受ける。そして、次の自分のターン終了時までダメージ・ロールに＋5
のパワー・ボーナスを得る。

技能：〈隠密〉＋12、〈看破〉＋10、〈はったり〉＋10
【筋】17（＋5）	 【敏】20（＋7）	 【判】16（＋5）
【耐】15（＋4）	 【知】15（＋4）	 【魅】17（＋5）
属性：悪	 言語：共通語、竜語

難易度調整
　この戦闘がキャラクターたちにとって簡単すぎるようなら、さら
なる支配された患者が大広間になだれこむことにするとよい。ま
た、支配された患者のうち1人または複数をセッション5に出てく
る支配された侍祭に置き換える、セッション5で生き残った支配
された侍祭がカルティリファクスを助けにやって来る、等の処理を
してもよい。
　戦闘が難しすぎるようなら、患者の一部が再び狂気に陥ってど
こへともなく歩み去ったり、床に倒れて気を失ったりすることにし
てもよい。



このエリアの特徴
　明るさ：大広間は松明と魔法のあかりに照らされて“明るい”。
　ステンドグラスの窓：カルティリファクスが窓を割ると嵐が室内に
吹きこむ。窓から15フィート（3マス）以内のマスはすべて風雨のた
めに“軽度な隠蔽”かつ“移動困難な地形”になる。
　階段：これらの階段は大聖堂地下の納骨堂に通じている。階段を
降りたところの扉には鍵がかかっており、開けるには難易度22の

〈盗賊〉判定が必要である。女預言者が鍵を持っている。
　像：ヘルムの聖印を帯びた騎士の石像。遮断地形である。

結末
　女預言者は、もしこの遭遇の終了時に気絶状態であったなら、キャ
ラクターたちが小休憩を取っている間に意識を取り戻す。彼女は
キャラクターたちに、大聖堂の上の階を探索してヴァーガスを探し
てくれないものかと頼む。上の階に行くには正門脇の螺旋階段を登
ればよい。
　ネヴァーウィンターの者なら誰でも、ロヒーニの評判を聞いてい
る。彼女の予言は何らかの形で真実となるのだという。彼女に予言
を頼んだ者は、以下のいずれかの予言を受ける（1d6をロールする。
既に他のキャラクターで出た結果は再ロールすること）。

1.	「一人の女がいます。女は胸のなか、体のなかに嵐を持ち、嵐を
食べて生きています。けれどその心は清いのです」（カリス）

2.	「一人の男がいます。男は愛のためにすべてを犠牲に捧げました。
今では彼に残っているのは犠牲だけなのです」（ヴァーガス）

3.	「緑の裏切者はおのれの矛盾から逃げだしました。けれど彼はふ
たたび現れるでしょう、矛盾したままで」（カルティリファクス）

4.	「すべての富は生れてくるもの。そしてものが生れるには常に血
と苦痛を伴います」

5.	「闇は存在しないと言う者は、闇に隠れ家を与えているのです。
ご自身の中にそのような隠れ家を作って闇を住まわせないよう
になさってください」

6.	「嵐はすでに生れました。狂気を癒すことができるのは狂気のみ
です。誰かを生かすために誰かが斃

たお

れるのです」

報酬
　キャラクターたちは、カルティリファクスと戦い、女預言者を助
け出したことで各人が1,000XPを得る。ここまで全セッションに参
加しているキャラクターは6レベルになる。
　財宝：ロヒーニはパーティがヴァーガスを倒す助けになるように
と、2つの魔法のアイテム（P.2の『宝物表』を使用して決定のこと）を
与える。

セッションを終える
　ヴァーガスはカリスを鎖で引いて逃亡した。

　パーティがヴァーガスを追う準備を終えたなら以下を読み上げること：
　大聖堂の外では嵐がさらに激しくなり、鳴り響く雷は建物全体を
揺るがします。階段を登った先には恐るべき敵が待っています。

　ここでセッションを終了する。
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支配された患者（I）×8	 レベル 5　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋4
AC17；頑健17、反応16、意志15	 〈知覚〉＋1
移動速度：7
標準アクション
m スラム／叩きつけ◆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、もしも支配された患者が突撃していたなら、目標はさらに
伏せ状態となる。

【筋】16（＋5）	 【敏】15（＋4）	 【判】8（＋1）
【耐】14（＋4）	 【知】10（＋2）	 【魅】13（＋3）
属性：無属性	 言語：共通語
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セッション7： 
 
雷鳴と稲妻
　ヴァーガスの手から預言者を救い出したキャラクターたちは、塔
でヴァーガスと対決すべく階段を駆けあがった。
　このセッションを開始する前に、キャラクターのうち充分なXP
を得た者がちゃんと6レベルにレベルアップしていることを確認し
よう。

　セッション開始時に以下を読み上げること：
　皆さんは狭い螺旋階段を登り、大聖堂の2階に至ります。雷鳴が
とどろいて大地を揺らし、部屋の中ほどの登り階段の一部がひび割
れて崩れ落ちてゆきます。塔は震えて左右に揺れ、壁はみしみしと
音をたてます。窓は圧力に耐えかね、割れて内側へ吹き飛び、部屋
の中にまで稲妻が踊ります。と見るや、稲妻が炸裂し、ぱちぱちと
音をたてる、電光そのものでできたクリーチャーとなって立ち上が
るではありませんか。

　ヴァーガスはすでに中央の登り階段を通って上へ逃げた後である。
この道が破壊された今、キャラクターたちは大聖堂のさらに上の階
に至る別の道を探さねばならない。
　『屋内の嵐』の遭遇へ進む。

屋内の嵐
遭遇レベル6

セットアップ
ストーム・ヴォーテクス（V） 3体
ストーム・ハーラー（H） 4体

　カリスの嵐の魔法は元素のクリーチャーを生み出した。エレメン
タルたちは部屋の中で暴れまわる。だが、即敵対するというわけで
はなく、見たところキャラクターたちの存在に気づいていないよう
である。次の『戦術』の項を参照。
　プレイヤーたちに、『このエリアの特徴』にある嵐の振動について
警告しておくこと。振動とその効果は誰の目にも明らかだからであ
る。

戦術
　エレメンタルたちはそれほど敵対的というわけではない。だが
キャラクターの誰かがエレメンタルを攻撃したなら、すべてのエレ
メンタルがパーティ全体を攻撃し、全員をまきこんだ戦闘が始まる。
また、エレメンタルから2マス以内に入ったキャラクターは難易度
15の〈隠密〉判定を行なわねばならない。失敗すれば、そのキャラ
クターから2マス以内のエレメンタル全員がそのキャラクターを攻
撃し、戦闘が始まる。1人のキャラクターがこの判定を行なう必要
があるのは1ターンに1回だけである。

　まだ戦闘を開始していないエレメンタルは、自身のターンにおい
て一番遠いエレメンタルへ向って移動するか、一番近いエレメンタ
ルから離れるように移動する。エレメンタルたちは常に、2体以上
のエレメンタルがキャラクターと中央の階段の間に位置し、かつ2
体以上のエレメンタルがキャラクターと2階の奥の2つの小部屋と
の間に位置するように移動する。
　キャラクターたちが階段を通って上へ逃げ出すなら、エレメンタ
ルは追ってはこない。

ストーム・ヴォーテクス（V）×3	 レベル 6　遊撃役
中型・元素・自律体（風）
hp：70；重傷値：35	 イニシアチブ：＋9
AC20；頑健17、反応19、意志18	 〈知覚〉＋6
移動速度：0、飛行5（ホバリング）
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［電撃］10、［雷鳴］10
特徴
O ライトニング・バックラッシュ／反攻の電撃（［電撃］）◆オーラ1
　オーラの範囲内の敵が、このストーム・ヴォーテクスのターンに、このストーム・
ヴォーテクスにヒットを与えたなら、その敵は［電撃］ダメージ5を受ける。

標準アクション
m ストーム・ストライク／嵐の打撃（［電撃］、［雷鳴］）◆無限回
　効果：この攻撃を行なう前、あるいは後に、このヴォーテクスは2マスまでの
シフトを行なえる。
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対“反応”
　ヒット：2d6＋7［電撃］ダメージ。その攻撃がクリティカル・ヒットとなったな
ら、目標はさらに2d6の追加［雷鳴］ダメージを受け、伏せ状態となる。

【筋】11（＋3）	 【敏】18（＋7）	 【判】16（＋6）
【耐】14（＋5）	 【知】5（＋0）	 【魅】5（＋0）
属性：悪	 言語：始原語

ストーム・ハーラー（H）×4	 レベル 4　砲撃役
中型・元素・自律体（風）
hp：44；重傷値：22	 イニシアチブ：＋6
AC18；頑健15、反応17、意志16	 〈知覚〉＋5
移動速度：0、飛行5（ホバリング）
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［電撃］10、［雷鳴］10
標準アクション
m ストーム・スラム／嵐の叩きつけ（［雷鳴］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
　ヒット：1d12＋6［雷鳴］ダメージ。

r フォークト・ライトニング／二叉の電撃（［電撃］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋9対“反応”
　ヒット：1d6＋6［電撃］ダメージ
移動アクション
ライトニング・ムーヴ／電光の移動（［瞬間移動］）◆無限回
　効果：このハーラーは、自分がこのターンに攻撃をヒットさせた目標の2マス
以内のマスへと瞬間移動する。

【筋】11（＋2）	 【敏】18（＋6）	 【判】16（＋5）
【耐】14（＋4）	 【知】5（-1）	 【魅】6（＋0）
属性：悪	 言語：始原語
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難易度調整
　この遭遇をより難しくしたいなら、ストーム・ハーラーをもう1体
追加するとよい。手早く簡単にしたいなら、エレメンタルはキャラ
クターたちから離れてふらふらとどこかへ行ってしまったり、窓か
ら外へ出て再び嵐に混じってしまうことにするとよい。



このエリアの特徴
　明るさ：このエリアは稲妻のひらめきと魔法の光に照らされて “明
るい”。
　寝室：2つの寝室は大聖堂の者が眠るためのものである。寝室の
扉は、窓を割って吹き込んだ風のせいで開いている。室内の調度品
は “移動困難な地形”である。鍵のかかった箱（開けるには難易度15
の〈運動〉か〈盗賊〉判定が必要）の中には衣類や日用品が入っている。
　中央階段：中央階段は崩れて残骸となっており “移動困難な地形”
である。瓦礫が階段の大方をふさいでおり、キャラクターたちが上
の階に行くには登攀の必要がある。壊れた階段を登攀するには難易
度15の〈運動〉判定が必要である。失敗したキャラクターは転げ落
ち、擦り傷と衝撃によって1d10ダメージを受けて、階段の下端に
隣接するいずれかのマス目で伏せ状態になる。
　螺旋階段：螺旋階段は1階に通じている。
　嵐の魔法：カリスの影響により、嵐は電撃と雷鳴の魔法を強化す
る。この部屋にいる間、キャラクターたちは［電撃］か［雷鳴］のいず
れかのキーワードを有する［装具］攻撃パワーのダメージ・ロールに
＋5のボーナスを得る。
　嵐の振動：嵐は建物を揺するほどの強さである。大聖堂の内では
壁がきしみ床が震える。飛行していないクリーチャーが1回の移動
アクションで4マス以上移動する場合、難易度11の〈運動〉判定を
行なわねばならず、失敗すれば倒れて伏せ状態になる。
　窓：窓は割れ、強風が吹き込んでいる。窓から3マス以内で自分
のターンを終えたクリーチャーは、即座に窓から2マス押しやられる。

結末
　この遭遇はキャラクター全員がマップから（階段の上へと）去るか、
あるいはエレメンタルが全滅した時点で終了する。エレメンタルが
生き残っている限り、キャラクターはこの部屋で小休憩を取ること
はできず、安全に休憩するには階段上に避難せねばならない。

3階
　階段をよじ登ると、そこは倉庫になっており、窓は割れて風が吹
きぬけ稲妻のはためくのが見える。各キャラクターは毎ターン、難
易度11の〈運動〉または〈軽業〉判定を行ない、失敗すると飛んでく
る瓦礫のせいで5ダメージを受ける。また、他のキャラクターを守
るために難易度15の〈運動〉または〈軽業〉判定を行なうこともでき
る。これに成功すれば自分のための判定を行なう必要はない（訳注：
この判定に失敗した場合、守ろうとしたPCだけがダメージを受け
るのか、両者共にダメージを受けるのかはDMの判断に任せる）。
　中央階段もここまで来れば状態はそう悪くない。キャラクターた
ちはこれを登って両開きの扉に達し得る。扉を開くと屋上に出る。
キャラクターたちが屋上に出たなら『セッションを終える』に進むこ
と。

報酬
　キャラクターたちは、エレメンタルに対処し、塔へ登る道を見出
したことで各人が1,250XPを得る。ここまで全セッションに参加し
ているキャラクターは6レベルと7レベルの中ほどにいることにな
る。

セッションを終える
　キャラクターたちは大聖堂の屋上に至った。そこではヴァーガス
が最後の計画を遂行しようとしている。

　キャラクターたちが扉を開けたなら以下を読み上げること：
　扉を開けると、そこは大聖堂の屋上で、平らな壇が設けてありま
す。嵐の雨風は、戸口を通って吹き付けてくることこそありません
が、まわりには嵐の音が鳴りわたっています。

　ここでセッションを終了する。
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セッション8： 
 
嵐の目
　キャラクターたちはヘルムの大聖堂の塔を登ってゆく。嵐に階段
は崩れ、一行はカリスの暴走した魔法が生み出したエレメンタルを
相手にせねばならなかった。やがて彼らは上に登る道を見出し、い
まやヴァーガスと対決しようとしている。

　セッション開始時に以下を読み上げること：
　扉が開くと、出た先は、大聖堂の屋上に設けてある平らな壇です。
暴風と稲妻の取り巻く中に、直径60フィート、つまり20m弱の風
の穏やかな場所が、球体があります―― “嵐の目” とでもいうので
しょうか。その球体の中へ、球の周辺から、渦まく雲と稲妻の柱が
のびて、球のまん中、壇の上空 20 フィートつまり 6m ほどに浮ぶ、
浅黒い肌をした女の体に、まっすぐつながっています。彼女は、嵐
の力が体に流れこむなか、苦痛と恍惚の叫びをあげます。
　「邪魔はさせんぞ」と声がします。屋根のすみの像のかげから、
ヴァーガスが姿をあらわし、ぶっそうな稲妻の槍をあなたがたのほ
うへ向けて近づいてきます。「私と彼女を二度と引き離させはせん。
今のところおまえたちを傷つける理由はないが、邪魔立てするなら
死ぬ覚悟をしろ」
　キャラクターたちがヴァーガスと交渉しようとするなら『他に方
法はない』へ、即座に攻撃するなら『決闘の始まり』へ進む。

他に方法はない
　ヴァーガスはキャラクターたちが説得を試みてくるとは思ってい
ない。だが、もし説得の試みを受けたなら、彼は進んで事情を説明
する。語る内容は以下のようなものである。
　あなたは何者か？「むかし、私はコアミアのウォー・ウィザード
だった。ベインやシアリックの司祭、シャドヴァー国の間者といっ
た、特別な囚人を尋問するのが仕事だった。私の責めはきびしく、
多くの囚人の精神は焼き切れて灰となった」
　つまりあなたは拷問吏だったということか？「罪なき者を守るため、
恐ろしい所業に及ばねばならぬ場合はある。そんなものはないと信
じるのは、よほどおめでたい者だけだ」
　話がここまで進んだ時点で、キャラクターは思い出すかもしれな
い（難易度23の〈歴史〉判定）：“ヴァーガスの手口は日を追って激し
さを増したため、ウォー・ウィザードの長たちは彼をコアミアから
追放したのであった” ということを。また、キャラクターたちは
ヴァーガスを説得して物語を完結させることもできる（難易度15の

〈交渉〉判定；P.5の『この悪役は何ものか？』を参照）。
　あなたはなぜアシュマダイと手を組んだのだ？「彼らは私のような技
術を持つ者を必要としていた。そして彼らの長のやりかたは私のや
りかたとよくなじんだ。だがアシュマダイは私を裏切った。彼らは
私をここ、ヘルム砦に来させまい、カリスに会わせまいとしていた
のだ」
　キャラクターたちが、アシュマダイへの関与に関するさらなる情
報を引き出そうとし、それに成功したなら（難易度23の〈はったり〉
または〈交渉〉判定）、ヴァーガスはローブの前を開き、胸に捺され
たアスモデウスの焼印を示す。「九層地獄の王アスモデウスは究極
の支配者なのだ」と彼は言う。
　あなたの奥方に何が起ったのだ？「カリスはハスラン、つまりラシェ
メンの国の支配階級にあたる魔女たちの一人だ。私たちはとある外
交任務の過程で出会い、それからずっと一緒に暮してきた。だが、

私の敵が、カリスをこのようにしてしまったのだ」
　ヴァーガスはこの件についてはこれ以上の発言をためらう。だが
キャラクターたちが彼を説き伏せて詳細を話させることに成功した
なら（難易度15の〈交渉〉判定）、彼は付け加えて言う。「私たちがコ
アミアを逃れたとき、カリスは私を助けるために犠牲になった。
ウォー・ウィザードの長ガンラハストの強力な呪文が、カリスを今
のようなありさまに変えた」
　奥方とこの嵐にはいかなる関わりがあるのか？「カリスは嵐の魔術師
だ。嵐は彼女の意志にこたえて起る。彼女は嵐を呼び、嵐から力を
得ようとしたのだ。私もまた、嵐が彼女を癒してくれればと思って
いる」
　もしもさらに問い詰められたなら（難易度 15 の〈交渉〉判定）、
ヴァーガスは言う。「嵐が起りはじめたとき、私はカリスの魔法に
気づいていた。それゆえ私は、心の病の専門家になりすまして、ヘ
ルム砦に入りこむ計画を立てた。そして計画はうまくいった」
　会話の終り：キャラクターたちがヴァーガスを攻撃しないならば、
ヴァーガスも戦おうとはしないが、事の成り行きが対決につながる。

『決闘の始まり』へ進む。

決闘の始まり
　複数のできごとが起り、決闘に結びつく。

　まず以下を読み上げること。
　嵐はいっそう激しくなり、天から稲妻が塔へと落ちかかります。
頭上では強い風音とカリスの叫び声が聞こえ、まわりの塔を稲妻が
打ちます。と、そのとき。翼のある、大きな影が、嵐の中から穏や
かな球体の中へ空をすべって来ます。グリーン・ドラゴンのカル
ティリファクスが、あなたがたに受けた傷も癒えやらぬまま、怒り
の咆哮をあげて現れたのです。

　『嵐の中の決闘』へ進む。

嵐の中の決闘
遭遇レベル8

セットアップ
エルデン・ヴァーガス（V）
カリス・ヴァーガス（K）
カルティリファクス

　この戦闘においてヴァーガスが最も重んじるのは、カリスが嵐の
力を吸収し終えるまで彼女を守ることである。カルティリファクス
はヴァーガスを守りキャラクターたちに復讐するために現れたのだ
が、重傷であり（126hp）、アクション・ポイントもない。

戦術
　ヴァーガス：この魔道士はカリスを攻撃する者や嵐と同調しよう
とする者（P.34の『嵐の活用』を参照）をもっぱら狙う。
　カリス：狂ったカリスは本能的にキャラクターたちを攻撃する。
遭遇の開始時には屋上から4マス上に浮遊している。ストーム・ス
トライクで攻撃を行ない、できるかぎりヴァーガスを攻撃させまい
とする。重傷になるまでは、カリスは強制移動に対する完全耐性を
有しかつ落下することがない。この効果は彼女の通常の能力の一部
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ではなく、嵐との強い関わりによるものである。
　カルティリファクス：この傷ついたドラゴンは、DMの好む方角から
戦闘に加わり、屋根の周囲、穏やかな大気の球の中を狂ったように
飛び回る。おのれの安全など気にもとめない。何らかの手段で屋上
に落されたなら、獰猛に近接戦闘を行なう。hpが60以下になった
なら、下へ落ちるか嵐の中へ飛びだして姿を消す。

このエリアの特徴
　明るさ：このエリアは荒れ狂う雷嵐のために “明るい”。けれど嵐
がカリスの制御下を離れてからは明りは“薄暗い”ものとなる。
　はねあげ戸：はねあげ戸には鍵がかかっている（〈盗賊〉難易度10）。
中の箱にはひっかけ鉤が入っている。
　屋上の胸壁：矢狭間つき胸壁を乗り越えて移動するのは本来より
1マス多い移動と数える。胸壁は低い壁であり、遮蔽を得るのに使
える。クリーチャーが胸壁を越えて押しやり、引き寄せ、横滑りさ

せられそうになったなら、その者はセーヴィング・スローを行ない、
成功すれば胸壁を越える直前で強制移動を終了させることができる。
　傾斜のついた屋根：胸壁の外側では屋根には傾斜がつき、その先
は絶壁になっている。傾斜のついた屋根は “移動困難な地形” である。
屋根から落下した者はまず2マス落下し、しかるのち嵐に呑まれる。
次ページの『風に乗る』を参照。
　塔：遮断地形の印のついた箇所（訳注：中央の4×4マスの黒い箇
所）は、屋上からさらに15フィート（3マス）高い塔をあらわす。ク
リーチャーが尖塔を登攀するには難易度20の〈運動〉判定が必要で
ある。
　像：天使や列聖された守護者たちの像は、像の背後に隠れた者に
遮蔽を提供する。像自体は遮断地形である。
　守りの球体：カリスが重傷になったなら、嵐を寄せ付けなかった
穏やかな大気の球体は消滅に向う。風は増し、すべての強制移動を
1d4−1マス増加させる（訳注：『風に乗る』も参照）。
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エルデン・ヴァーガス（V）	 レベル 7　精鋭制御役（指揮）
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：152；重傷値：76	 イニシアチブ：＋6
AC21；頑健17、反応20、意志19	 〈知覚〉＋5
移動速度：6
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O エクスペディシャス・オーラ／高機動のオーラ◆オーラ5
このオーラの範囲内にいる味方は全員、シフトする時追加でさらに1マスのシフ
トを行なうことができる。

標準アクション
m r ライトニング・スピア／電撃の槍（［電撃］、［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・2、あるいは遠隔・10（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋
10対“反応”
　ヒット：3d6＋4［電撃］ダメージ
　効果：この攻撃を近接攻撃として行なったなら、ヴァーガスは目標を1マス横
滑りさせることができる。遠隔攻撃として行なったなら、目標は倒れて伏せ状
態となる。

R マインド・バーン／精神焼尽（［精神］、［火］）◆再チャージ：ヴァーガスが［火］
ダメージ、あるいは［精神］ダメージを受ける。あるいは最初に重傷になったとき
　攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋10対“意志”
　ヒット：3d8＋7の［精神］かつ［火］ダメージ、さらに目標は自身から3マス以
上先を見ることができなくなる。

R ミスディレクション／攻撃そらし（［魅了］）◆再チャージ：このパワーがミスし
たなら
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対“意志”
　ヒット：目標は、ヴァーガスが選んだ目標の味方1体以外を目標として攻撃を
行なうときには弱体化状態となる。この効果は遭遇終了時、あるいはヴァーガ
スに選ばれた目標の味方のヒット・ポイントが0になる時まで持続する。

移動アクション
ライトニング・ステップ／電光の一跳び（［瞬間移動］）◆遭遇毎
　効果：ヴァーガスは10マスまでの瞬間移動を行なう。この時彼自身に隣接
している2体までの味方も一緒に瞬間移動する。ヴァーガスは過去24時間以
内に見たことのある場所へ瞬間移動でき、そこには視線がとおっている必要
はない。

トリガー型のアクション
ストーム・ジョーント／嵐の小旅行◆遭遇毎
　トリガー：ヴァーガスが重傷の時に、攻撃が彼にヒットする。
　効果（即応・割込）：ライトニング・ステップは再チャージされ、ヴァーガス
はただちにそれを使用する。

技能：〈宗教〉＋12、〈はったり〉＋11、〈魔法学〉＋12
【筋】10（＋3）	 【敏】16（＋6）	 【判】15（＋5）
【耐】12（＋4）	 【知】19（＋7）	 【魅】16（＋6）

カリス・ヴァーガス（K）	 レベル 8　精鋭　砲撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：136；重傷値：68	 イニシアチブ：＋7
AC22；頑健19、反応21、意志20	 〈知覚〉＋7
移動速度：6
抵抗：［電撃］5
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O テンペスト・シールド／暴風の盾◆オーラ5
　カリスはこのオーラの範囲外を起点とする攻撃に対し、すべての防御値に＋
2のパワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m ストーム・スラム／嵐の叩きつけ（［電撃］、［雷鳴］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋13対AC
　ヒット：2d6＋8［雷鳴］ダメージ、さらに継続的［電撃］ダメージ10（セーヴ・
終了）、目標は倒れて伏せ状態となる。

r ストーム・ストライク／嵐の一打ち（［電撃］、［雷鳴］）◆無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体、あるいは2体）；＋13対“反応”
　ヒット：2d6＋8［電撃］かつ［雷鳴］ダメージ、カリスは目標を3マスまで押し
やる。

A ストーム・バースト／招嵐（［区域］、［電撃］、［雷鳴］）◆遭遇毎
　攻撃：遠隔範囲・爆発2・20マス以内（爆発の範囲内の敵すべて）；＋
13対“反応“
　ヒット：2d8＋8［電撃］かつ［雷鳴］ダメージ、目標は減速状態となる（セーヴ・
終了）。
　ミス：半減ダメージ。
　効果：爆発の範囲内に、この遭遇の終了時まで持続する区域が作り出され
る。この区域の範囲内でターンを終了した敵はすべて、［電撃］かつ［雷鳴］ダ
メージ5を受ける。

トリガー型のアクション
ショッキング・カウンター／衝撃電光の反攻（［電撃］）◆遭遇毎
　トリガー：カリスから5マス以内の敵がカリスに攻撃をヒットさせる。
　効果（フリー・アクション）：トリガーを発生させた敵は［電撃］ダメージ10を
受け、さらにカリスはその敵を3マスまで横滑りさせる。

技能：〈自然〉＋12、〈魔法学〉＋13
【筋】14（＋6）	 【敏】16（＋7）	 【判】17（＋7）
【耐】14（＋6）	 【知】19（＋8）	 【魅】18（＋8）
属性：無属性	 言語：共通語、竜語



嵐の活用
　キャラクターたちは周囲の嵐を活用できることに気づくかもしれ
ない。
　稲妻を操る：カリスが嵐の力を借りてキャラクターたちを攻撃す
るように、キャラクターたちもまた、嵐の力を借りようと試みるこ
とができる。キャラクターは、1回の標準アクションとして難易度
15の〈魔法学〉判定（“修得済み”の場合のみ；［武勇］以外のパワー源
を有している必要あり）を行なうことにより、嵐の力を借りて以下
の攻撃を行なえる。

R ストーム・ストライク／嵐の打撃（［電撃］、［雷鳴］）◆無限回
　攻撃：遠隔10（クリーチャー1体）；“レベル＋5”対“反応”
　ヒット：（2d8＋レベル）の［電撃］かつ［雷鳴］ダメージ。

　カリスにストーム・ストライクをヒットさせたキャラクターは、
それが彼女の儀式を妨害する役に立つと気づく。カリスがこのパ
ワーで4度ヒットを受けたなら、彼女の儀式は中断され、ヒット・
ポイントは重傷値にまで減少する（ただし既に重傷値よりも低く
なっていた場合はそのままである）。
　また、キャラクターは難易度23の〈魔法学〉判定によって、カリ
スを攻撃することなく彼女を嵐から切り離そうと試みることもでき
る。カリスはこの手法によって嵐から切り離された場合もやはり重
傷になるが、この場合の傷は彼女が嵐の制御を失ったことによるも
のである。
　風に乗る：屋根から落ちたクリーチャーは、10フィートほど落下
したのち、風にさらわれる。風はそのクリーチャーを（伏せ状態で）
屋根に戻し、落下した場所から1d4＋4マス横滑りさせ、2d10ダメー
ジを与える。そのクリーチャーは、難易度15の〈運動〉または〈軽業〉
判定に成功すれば、半減ダメージを受け（伏せ状態になることなく）
立ったままで着地する。この判定結果が22以上であったなら、ク
リーチャーは着地するのではなく風に乗ることを選択してもよい。
そうしたならば、そのクリーチャーは任意の場所へ横滑りできる。
飛行中の目標を攻撃できるように空中の場所を選択してもよい。し
かるのち、再び横滑りによって屋根の上に戻り、ダメージを受ける
ことなく、望む場所に着地することができる。

展開
　ヴァーガスとカリスの2人のうち、片方が重傷になるか、片方の
意識がある時にもう片方のhpが0になったなら、それに対応した
できごとが起きる。

　ヴァーガスが重傷になったなら以下を読み上げること：
　ウォー・ウィザードは打撃を受けてよろめきながら叫びます。「い
な！　私はもう二度とカリスを手放しはせん！」彼がローブを引き
ちぎると、胸に刻まれたアスモデウスの印があらわになります。炎
が彼の体を包みます。

　この遭遇の終了時まで、ヴァーガスは以下のオーラを得る。

O ヘルファイアー・レトリビューション／応報の業火（［火］）◆オーラ3
　ヴァーガスが重傷である間、このオーラの範囲内でヴァーガスのターン中にヴ
ァーガスにヒットを与えた敵はすべて、10の［火］ダメージを受ける。

　カリスが重傷になったなら以下を読み上げること：
　カリスは悲鳴をあげ、鼻と口から血が流れて風に乗ります。嵐を
寄せつけなかった球体は、まるで殴られたように震え、屋根を裂く
ように稲妻が走ります。見る間に、カリスは高度を下げ、静かに屋
上に降り立ちます。

　球体は消滅に向う。『このエリアの特徴』を参照。

　ヴァーガスが死に、カリスがまだ生きているなら、以下を読み上げる
こと：
　ウォー・ウィザードが倒れると、カリスは怒りの叫びをあげます。
彼女はあなたがたに向き直り、指に稲妻を躍らせながら片手をあげ
ます。と、夫の使っていた稲妻の槍が宙を飛んでその手におさまり、
彼女は槍をあなたがたへ向けます。

　この遭遇が終了するかカリスが槍を失うまで、彼女はダメージ・
ロールに＋4のボーナスを得る。
　キャラクターたちはカリスを説き伏せて戦いを止めさせようとす
ることができる（難易度23の〈交渉〉判定。彼女が重傷なら難易度
23の〈威圧〉判定でも可）。この場合、カリスを降伏させるには3回
の成功が必要である。彼女が降伏したなら『結末』へ進む。
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難易度調整
　“カリスやカルティリファクスを効果的に攻撃するにはどうすれ
ばいいか”というのが、この遭遇におけるおそらく最大の困難で
ある。キャラクターたちがこれらの相手と近接戦闘に入る方法が
わからずにいるなら、“嵐の活用”に関するヒントを与えてあげる
といい。また、ヴァーガスを打ち負かしさえすれば、カリスは自動
的に屋上に降りてきてキャラクターたちに直接戦闘を挑むという
ことにしてもいい。逆にこの戦闘がキャラクターたちにとって簡単
すぎるようなら、ヴァーガスかカリスが（セッション7に出てきたのと
同じ）ストーム・ハーラーを数体呼び出すことにしてもいい。

K

V

START AREA



　カリスが死に、ヴァーガスがまだ生きているなら、以下を読み上げる
こと：
　カリスが倒れるや、ヴァーガスは驚きと怒りの声をあげます。そ
の目は炎に燃えています。「すべて無駄か！　カリスは死んだ。き
さまらも死ぬがよい！」彼は稲妻の槍を両手で高くかかげ、膝にあ
てて二つに折ってしまいます。

　ヴァーガスが武器を折った際には、“近接範囲・爆発10” の範囲内
の全クリーチャーに対してライトニング・スピア攻撃を行なう。以
後この遭遇の終了時まで、怒ったヴァーガスは全防御値に−2のペ
ナルティを受け、命を軽んじて無謀に戦う。もはやライトニング・
スピア攻撃は行なえなくなるが、すべてのダメージ・ロールに＋4
のボーナスを得る。

結末
　この遭遇は敵全員が打ち負かされるか、“カリスが生き残ってい
る最後の敵となり、かつパーティが彼女を打ち負かすか説得した”
時点で終了する。

　カリスが生き残っているなら以下を読み上げること：
　カリスはぐらりとよろめき、一瞬、狂気をふりはらいます。「ああ、
あなた！」と彼女は言い、風が彼女をヴァーガスの死骸のもとへ運
びます。カリスはなきがらを抱き上げ、首を横に振ります。「私の
ためにこんなむごたらしいことをなさったあなた。もういいのです
よ。お休みになってください」

　この時点で、もしカリスが打ち負かされたのであれば、彼女は立
ちあがり、夫の遺骸を抱いて、吹く風に運ばれてゆく。もしキャラ
クターたちがカリスを説得して手を止めさせたのであれば、彼女は
留まって過ちを正そうとする。『セッションを終える』へ進む。

報酬
　キャラクターたちは、ヴァーガスと対決し、カルティリファクス
を追い払い、カリスを打ち負かし、嵐をうちはらったことで各人が
1,250XPを得る。冒険の旅をさらに続けようと願うキャラクターは
みな7レベル・キャラクターとして旅することになる。
　財宝：ネヴァーウィンター市は嵐を止めてくれたことへのお礼と
してパーティ全体に10,000gpを支払う。加えて、もしヴァーガス
の槍が折れていないならば、キャラクターはこれを自分のものにし
てもよい。

セッションを終える
　ヴァーガスが打ち負かされたことで、嵐はやみ、彼による精神支
配は薄れてゆく。ネヴァーウィンター市はふたたび平和を取り戻す
――少なくともかつてと同じほどの平和を。

　以下を読み上げること：
　嵐の原因が敗れたいま、嵐は切れ切れになり、非常な速さでおさ
まってゆきます。分厚い雲は千切れ、ひさしぶりの陽の光がネヴァー
ウィンターを照らし出します。

　次ページの『エピローグ』を参照のこと。
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カルティリファクス	 レベル 5　単独　遊撃役
大型・自然・魔獣（ドラゴン）
hp：252（開始時には126）；重傷値：126	 イニシアチブ：＋9
AC19；頑健17、反応19、意志17	 〈知覚〉＋10
移動速度：8（森渡り）、飛行10	 暗視
抵抗：［精神］10、［毒］10
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント2（現在は0）
特徴
O ポイザナス・ウーンズ／毒撒き散らす傷（［毒］）◆オーラ1
　カルティリファクスが重傷である間、このオーラの範囲内で自分のターンを終
了した敵は皆、［毒］ダメージ5を受ける。その敵が重傷である場合には代わ
りに［毒］ダメージ10を受ける。

アクション・リカヴァリィ／行動回復
　カルティリファクスのターン終了時には常に、カルティリファクスを幻惑状態、
朦朧状態あるいは支配状態にしている効果がすべて終了する。

インスティンクティヴ・フライバイ／本能的かすめ飛び攻撃
　カルティリファクスは（自分のイニシアチブ判定結果＋10）のイニシアチブにお
いて、1回のフリー・アクションとして、フライバイ・アタックを使用することが
できる。カルティリファクスが自分を支配状態、または朦朧状態としている効果
のためにこの攻撃のためのフリー・アクションを使用できない場合、攻撃を行
なう代わりに、その効果が終了する。

標準アクション
m バイト／噛みつき（［毒］）◆無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：2d10＋4ダメージ、さらに継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。
　ミス：継続的［毒］ダメージ5。

M クロー／爪◆無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：2d8＋4ダメージ、カルティリファクスは目標を2マスまで横滑りさせる。

フライバイ・アタック／かすめ飛び攻撃◆無限回
　効果：カルティリファクスは移動速度分まで飛行する。この移動の間、すべ
ての防御値に＋4のボーナスを得る。そして、その移動中の好きな時点で、バ
イトとクロー、またはポイズン・スクリームを使用することができる。

C ポイズン・スクリーム／毒の絶叫（［精神］、［毒］）◆再チャージ： 5 6
　攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内の敵すべて）；＋8対“頑健”
　ヒット：2d10＋3［毒］ダメージ、目標は減速状態、かつ継続的［精神］ダメー
ジ5を受ける（セーヴ・両方とも終了）。

マイナー・アクション
C ルアリング・グレア／誘い寄せの眼光（［魅了］）◆無限回
　攻撃：近接範囲・噴射10（噴射の範囲内のクリーチャー1体）；＋8対“意志”
　ヒット：カルティリファクスは目標を3マスまで横滑りさせる。

チェンジ・シェイプ／形態変化（［変身］）◆遭遇毎
　効果：カルティリファクスは自分の肉体的な外見を変化させ、再びチェンジ・
シェイプを使用するか、ヒット・ポイントが0になるまでの間、中型サイズの人
型クリーチャーの姿（通常は緑の肌のエルフ）を取る。特定個人の姿を取るた
めには、カルティリファクスはその個人を見たことがなければならない。他のク
リーチャーはその変装を見破るために難易度27の〈看破〉判定を行なうことが
できる。

トリガー型のアクション
ブラッディド・スクリーム／重傷時の絶叫◆遭遇毎
　トリガー：カルティリファクスが初めて重傷となる。
　効果（フリー・アクション）：カルティリファクスはブラッディド・スクリームを
再チャージし、使用する。

プレイグ・フェッド／厄災を糧にする◆遭遇毎
　トリガー：カルティリファクスが［火］ダメージあるいは［力場］ダメージを受け
る。
　効果（即応・対応）：カルティリファクスはトリガーとなった攻撃からは半減ダ
メージを受ける。そして、次の自分のターン終了時までダメージ・ロールに＋5
のボーナスを得る。

技能：〈隠密〉＋12、〈看破〉＋10、〈はったり〉＋10
【筋】17（＋5）	 【敏】20（＋7）	 【判】16（＋5）
【耐】15（＋4）	 【知】15（＋4）	 【魅】17（＋5）
属性：悪	 言語：共通語、竜語



エピローグ
　嵐は過ぎた。ネヴァーウィンターとヘルム砦は大きな損害を受け
たものの生き延びた。恐らくより大きいのは、ヴァーガスによる精
神支配の魔法で、これは彼の敗北とともに消え去った。犠牲者たち
は誘拐され拷問を受けた記憶に苦しまねばならないが、もはや “拷
問官”に操られて愛する者たちを傷つける心配だけはないのだ。

新しいネヴァーウィンター
　キャラクターたちはネヴァーウィンターに大きな貢献をした。市
に脅威をもたらす嵐を止め誘拐を終らせた。ダガルト・ネヴァレン
バー以下の市当局は（既に述べた通り）パーティに報酬として
10,000gpを支払った。キャラクターたちは公に “ネヴァーウィン
ターの英雄”と呼ばれるに至った。

ヴァーガスとカリス
　もしヴァーガスがまだ生き残っているなら、彼は戦いと敗北に
よって発狂している。彼をどう扱うかはキャラクターたちに任され
る。ネヴァーウィンター当局に引き渡せば処刑されるのは間違いな
い。ヘルム砦に引き渡せば幽閉されるだろう。キャラクターたちは
他の取り扱いをすることもできる。
　カリスが生き残っており、かつ逃亡していないならば、彼女は正
気を取り戻しており、キャラクターたちと会話が可能である。彼女
は嵐の力を受けて自分を取り戻しており、嵐が市にこれ以上害をし
ないうちに嵐を止めてくれたことに関してキャラクターたちに感謝
する。彼女の語るところによれば、天気の魔法においては均衡が大
事であり、夫は（惜しいかな！）これを理解しなかったのである。
　ことによると彼女は、コアミアでヴァーガスと過した日々、その
後追放され狂気に陥ったこと、ヘルム砦での幽閉……のほろ苦い記
憶を語るかもしれない。ヴァーガスは自暴自棄に陥っていたし、冷
酷であったことも間違いない。けれども彼は本当はよい人間で、た
だ道をふみはずしたのだ、と彼女は語る。もしヴァーガスがまだ生
きているなら、彼女はヴァーガスの助命を嘆願する。
　ヴァーガスがネヴァーウィンターの法廷に引き出され、カリスが
その弁護をできる立場に置かれたなら、彼女の嘆願は容れられて
ヴァーガスはヘルム砦での禁錮に処される。その後、カリスはネ
ヴァーウィンターを離れてヴァーガスを狂気から回復させる手だて
を見出そうとする。もし夫が死んでいるなら、カリスは故郷ラシェ
メンに帰ってゆく。

ヘルム砦
　キャラクターたちの行動は預言者ロヒーニの注意をひいた。彼女
は一行のする話や一行に関する話を興味深く調べ、公に感謝の意を
述べたのち、ヘルム砦の大聖堂を閉ざしてこれ以上の詮索を避ける。
　サターリン修道士もキャラクターたちに感謝し、自分や朋輩の僧
たちにできることは何かないかと言ってくる。
　最後に、ヘルム砦の町の人々はキャラクターたちに、よくぞ町を
嵐から救い、町の長である預言者を “拷問官” から救ってくださった
と口々に礼を言う。
　キャラクターたちは意図せずしてロヒーニの立場を強めた格好で
ある。町は治療院に送られた愛する者たちの回復を祈る普段の暮し
に戻る。

アシュマダイ
　アシュマダイは大きな損害を受けることなく嵐に耐え抜いた。そ
の細胞（ここでは“秘密組織の、独立活動可能な小規模の下部組織”ほ
どの意）のうち2つは壊滅し、一番の拷問吏であった“拷問官”はいな
くなったが、組織は再建され維持されるだろう。

レイディ・ニドリス
　ザーンが生きているなら、レイディ・サラ・ニドリスは息子と再
会する。ヴァーガスの敗北によってザーンの病は癒えている。ニド
リスは嬉し涙を流し、キャラクターたちに惜しみなく感謝の意をあ
らわす。彼女はネヴァレンバー卿を説いてパーティに（前述の）賞金
を渡すようにさせた人々の一人である。また彼女は、PCたちの頼
みとあらば（彼女の力の及ぶ範囲で）いくらでも政治的影響力を振る
うと約束する。
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