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冒険の開始

冒険の前に

ここはスコーグ、海賊の港町。
ラム一瓶で正義が買われ、命が釘一本よりも安い、迷いの
海の吹き溜まり。
君たちはこの町を根城に、これまで冒険を重ねてきた。
沈んだ島々の宝探しに、賞金首の受け渡し。用心棒に鉄火
場稼業。しかし、今目の前にあるのはこれまでとは違う匂い
のする冒険になりそうだった。

『 ラ ン タ ン の 遺 産 』 は フ ォ ー ゴ ト ン・ レ ル ム を 舞 台 に し た、
D&D4 版用の冒険シナリオである。コア・ルール三冊のみでプレイ
できる。
4 レベルのキャラクター 5 人を想定しているが、6 人の時の調整
も記してある。

冒険の背景

「ノーム？ ああ、聞いたことがある。昔ランタンとか言う
シマで派手にやらかしてたらしいじゃねえか」
「なんでも、火薬という代物が大好きで結局は自分たちの住
んでたシマを 1 つまるまる吹っ飛ばしたって聞くぜ？」

ランタン島
かつてランタンという島があった。
その島では技術の神ガンドが崇められ、そこにいる者達は “ 織 ”

「馬鹿言え、ランタンの島は今でもある」

の力を借りずにさまざまな不思議をものにした。主に定住していた

「それがどうしたよ、ラムよこせこんちくしょう」

ノームはそこで、生き物のように動くからくり仕掛けをも作り出し
たという。

延々と酔っぱらいに話を聞くほど君たちは暇じゃない。と

フェイルーンの大陸が引き裂かれた時、その衝撃は津波となっ

はいえ、ネランサーの海賊達にとって ” ランタンの残骸 ” につ

てこの島を襲い、ランタン島は飲み込まれた。島が再び波間から顔

いての知識はその程度だ。

を出した時、そこには何も残っていなかった。まるでなにものかの
ナイチンゲール

君たちの手の中で、真鍮作りの小夜啼鳥が首を振る。これ
は間違いなくランタンの品であり、本来ならば美しい鳴き声

意志がランタン島にあったものすべてを洗い流そうとしたかのよう
に。
やがて時が過ぎ、ランタンの遺跡が潮の波間にたゆたう伝説と

を披露するはずの逸品だった。

なった頃、冒険の 3 ヶ月ほど前に、極地的な地震が起こった。そして、

顔なじみのコボルドの宝飾職人は言う。
「これが元通りに歌うようならちょっとした財産になる」

この地震により遺跡の一部、ランタン本島から離れた小島（“ 製図室 ”

「飛びたがってるのは、たぶん自分がいたところに戻ろうと

遺跡）が海中から浮上し、工房が水面に現れたのである。
そこにあるランタンの遺品は金貨や宝石以上の価値ある宝で

してるんだろうな」
「確かにランタンは沈んだと言われてる。だが、それを全部

あった。それに目をつけ、回収に動いた者達がいる。発狂したリッ

確かめたヤツがいるわけはない。迷いの海の島のことで、確

チ（儀式により不死の力を得た魔法の使い手、『モンスター・マニュ

実なことなんか何もない」

アル』“ リッチ ” 参照）、ぐるぐる眼のビルワチ率いる螺旋髑髏団だ。

財 産 と 聞 け ば 心 が 動 く。 そ し て、 こ の ナ イ チ ン ゲ ー ル
ナイチンゲール

小夜啼鳥が戻るところには、もしかしたらまだ手つかずの遺
跡があるのかも知れない。

螺旋髑髏団
ネランサー諸島に数多く存在する海賊の中でも、“ 螺旋髑髏団 ”
ほど恐れられている海賊はいない。

ナイチンゲール

君たちは、鳥かごを作るとナイチンゲール小夜啼鳥を羅針
盤代わりに大海にこぎ出した。

まなこ

眼窩に禍々しい螺旋を描いた髑髏の旗を見れば、百戦錬磨のオー
ク、酷薄無比な無頼者でさえ帆を上げて逃げ出そうとする。その
オールを漕ぐのは疲れを知らぬアンデッドであり、もしも凪の海で
出会ってしまったならもはや逃れる術はない。
彼らは強力なアンデッドに率いられた海賊であり、彼らの首領
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まなこ

ぐるぐる眼のビルワチにしか真意のわからない目的のためにネラン
サー諸島の各地に出没、略奪を行なっている。その凶行には全く脈
絡がない。
海賊達の間では、彼らの頭領は狂っているということで意見が
一致している。構成員について言えば、彼らもまた狂っていると言
う意見もあれば、恐れのあまり従っているという意見もある。だが、
そもそもアンデッドの正気など誰が信じるのだろうか？

そしてそ

のアンデッドと肩を並べる生者が狂っていないとでも言うのだろう
か？

冒険の梗概
冒険家であるプレイヤー・キャラクターたちは、海中に没した
ナイチンゲール

ナイチンゲール

ランタンの遺品である真鍮の小夜啼鳥を手に入れた。この小夜啼鳥
がなお戻ろうとする先にはランタンの遺跡があるだろうと考え、
ナイチンゲール

小夜啼鳥の案内に従ううちガンドの寺院である “ 製図室遺跡 ” に赴
く。
製図室遺跡にたどり着いた時点で、PC たちは取引のために上陸
していたアンデッドの海賊、螺旋髑髏団と遭遇する（この時点で遭

“製図室”遺跡
“ 製図室 ” 遺跡は技術の神ガンドの寺院である。そこではランタ
ン島に住んでいたガンド信者の中でも、特にノームたちが集まって
さまざまな人工クリーチャーの設計・製造を行なっていた。いくつ
かは呪文災害によって作動しなくなったものもあったが、多くは魔
法ではなく技術的なからくり仕掛けによるものであったため、本質
的な破壊は逃れている。
わずかに正気を保っている期間に時に、自分の身を守るには人
造クリーチャーをおいてほかないと考え、配下であるジェナシ、嵐
呼ぶニッケにこの遺跡の調査を指示した。魔法的要素に頼るところ
が少ない人造クリーチャー作成ノウハウは、現時点のフェイルーン
では貴重な知識なのだ。
とはいえ、半分海中に没した遺跡からの遺品回収作業は困難で
あった。そこで嵐呼ぶニッケは海棲の人型種族サフアグンのはぐれ
傭兵、底流れ男爵と取引をすることにした。もとよりサフアグンと、
彼らに同行するヴァンパイアは螺旋髑髏団から暖かな血を流す獲物
の提供を受けており、友好関係を結んでいたのである。
嵐呼ぶニッケはサフアグンにとって有用な交易物と生け贄を
持って “ 製図室遺跡 ” におもむき、毎月彼らから拾得物を受け取っ
ている。PC たちが上陸したのはちょうどその受け渡しの期日であっ
た。

遇するのはアンデッドを使役する小頭、“ 嵐を呼ぶニッケ ” である）。
既にこの遺跡は彼らが取引を行なおうとしていたサフアグンの
一隊によって捜索され、（価値あるものも含め）ランタンの遺品も
まとめられている。
その遺品の中には小夜啼鳥の “ 餌 ” もあり、それを食べた小夜啼
鳥はアーティファクトとしての力を取り戻し、次なる冒険に PC た
ちをいざなうことになる。

冒険の導入
実際の冒険は遺跡に上陸したところから開始するが、冒頭の読
み上げ文などにより冒険の内容を示した上で、クエストを提示する
こと。

クエスト

ナイチンゲール

主要クエスト： 小夜啼鳥の鳴き声を取り戻す。

XP： 875（6 人なら 1025）

ナイチンゲール

PC たちがスコーグで手に入れた小夜啼鳥は、完璧なものではな
い。本来ならば美しい声で歌を歌うはずなのだが、歌おうとしても
声が出ないのである。
宝飾細工師によると、このからくり細工には部品が足りないの
だという。つまり、からくり仕掛けの一部である “ 餌 ” を与えるこ

コラム：フォーゴトン・レルム以外で行なう場合
特定の世界設定に限らないでこの冒険を行なう場合、『モンス
ター・マニュアル』にあるノームとフォーゴトン・レルムのノー
ムではやや性質が異なるため、若干の修正を行なうとそれらしく
なる。
その場合、“ 製図室 ” 遺跡で崇拝されていたのは技術の神ガン
ドではなく都市と文明の神エラティス（『プレイヤーズ・ハンド
ブック第４版』、“ 神格 ” 参照）に、主な住人はノームではなくハー
フリングとするのが適切だ。
ハーフリングの信仰する神格としては幸運と旅の神アヴァンド
ラが一般的であるが、この “ 製図室 ” 遺跡には発明と機械の作製
に心惹かれたハーフリングやドワーフが住んでいたのである。こ
の場合、遭遇 3 や遭遇 4 での描写を適切に置き換えておくこと。



とで歌を歌えるようになるのだ。
ナイチンゲール

そして、この小 夜啼鳥がいた場所、ランタンの遺跡にはおそら
くその “ 餌 ” もしくはそれに関わる情報が得られるはずである。
副次クエスト： 生き残りを捜し出す
XP： 175

ナイチンゲール

PC たちは小夜啼鳥の鑑定を行なった宝飾細工師から、海蛇号と
いう名の船の消息を知ることがあったら知らせてくれと頼まれる。
その船には彼の元へ運ばれるはずの品物があったのである。
その船が沈んだのであれば新たに品を（今度はもっと信頼でき
る）船に運んで貰うよう頼む。もしも荷物ごととんずらしたのなら
取り返す手段を講じるというのである。
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冒険の準備
PC たちは望むなら、出発前に情報収集を行なうことができる。

フォーゴトン・レルムの設定を用いない場合。
この遺跡で祀られていたエラティスという神格は、偉大な発明

この場合、導入の前にキャラクターに 1 回の技能判定を行なわせ

を司る学問の女神であり、都市の創建者であり、法律の考案者で

ること。援護については、1 回の判定に数える。

ある。あわせてこの地では魔法とフェイ（妖精）の神であるコア

また、判定結果が高かった場合には下位の情報もあわせて得ら

ロンも信仰されていた。それ故に魔法の力を有した一風変わった

れる。各技能でどのようなことがわかるかについては以下の通り。

機械仕掛けが数多く作られた。主にハーフリングが住んでいたと
言う。

〈事情通〉：ここ最近のネランサー諸島でのニュース、関連しそう
な事件などについての情報。
〈自然〉：目的地付近の天候、海域情報など。
〈宗教〉：ランタンの遺跡にあったガンド神の寺院、およびガンド
神について。
〈歴史〉：ランタン島が沈んだことについて。

〈歴史〉
難易度 15：ランタン島は呪文荒廃の際に起きた大津波に飲み込ま
れ海底に沈んだ。幾つか海上に残った部分はあるが、ごく一部
であり、またかつての様子をうかがわせるものは何もない。
そこから逃げ出したものや、宝物を持ち出したものもいるの
かもしれないが、往時の混乱のせいで何ら確かな情報は伝わっ

〈事情通〉
難易度 15：螺旋髑髏団の首領、“ ぐるぐる眼のビルワチ ” の姿を

ていない。
その後、島からさまざまな品物を発掘しようとしたものはい

見たものはいない。彼が何を思って配下を指揮しているかは全

たが、近づいた船が正体不明のクリーチャーに襲われることも 1

く見当がつかない。多大な犠牲を払って武装商船を襲いながら

度や 2 度ではなく、よほどのあてがない限り、海賊達はランタ

も、なに一つ品を略奪しなかったりする一方で、小さな漁村を

ンの遺跡に関わろうとしてこなかった。

襲っては竈の灰も残さずに略奪したこともある。
難易度 20：螺旋髑髏団の構成員にはアンデッドがいる。幹部の中
には知性を持ったアンデッドもおり、アンデッドに生身の人間
が支持されていることもある。とはいえ、多くの場面で見かけ
るのは単純作業をするスケルトンである。

「ランタン島の住人は、きっと神々の怒りを買ったんだ。ゼン
マイ仕掛けの人型に魂を吹き込もうとして、その思い上がりに
罰を受けたにちがいない」

コラム：冒険前の情報収集について
ここでの情報収集の処理は、コンベンションという時間制限

〈自然〉
難易度 15：“ 製図室 ” 遺跡近辺は比較的浅い珊瑚礁である。大型
の海獣はあまり見かけられていないが、別名を “ シー・デヴィル

がある場所でのプレイを前提としている。通常のセッションの
場合には、PC たちの適切なロールプレイなどによって難易度
15 の情報は自動的に教えても構わないだろう。

（海の悪魔）” とも呼ばれる、サフアグンという半魚人種族がいる。
彼らは鮫を使役し、血に飢えた怖ろしい連中である。
難易度 20：サフアグンは海中の各地に自分たちの村を持っており、
ときに海上の住人とおぞましい取り決めをして航路の安全を保
証することがある。

ランタン島遺跡群、製図室遺跡
ランタン島の外れにあったこの遺跡には自律行動能力をもつ人
造クリーチャーの研究設備があり、主な住人はノーム、その中心は
島の南西部にあるガンド寺院であった。

サフアグンについて更に調査する場合、〈自然〉判定を行なわせ
てその結果に従い『モンスター・マニュアル』“ サフアグン ” の「サ
フアグンに関する知識」を伝えること。

〈宗教〉

難易度 15：ランタンで祭られていたガンドという神格は “ 驚きを

どが浚われてしまったが、強固な基礎構造を持っていたガンド寺院
は崩壊を免れた。しかし、その直後にこの地にも波及した地震によっ
てまるで切り取られたかのように、島の南西部は海中に没した。
北東から南西に長い紡錘形をしており。南西部分に遺跡がある
が半分は水没しており、海面からは柱や壁が岩礁のように顔を覗か

もたらすもの ”、“ すべての鍛冶師の王 ” とも呼ばれる。“ 知識の

せている。一行はそちらからの上陸は避け北東部の浜から上陸した。

王 ” オグマに仕えていたが分野が独立していたため、そのことが

目の前の海賊達は北島部の入り江から上陸したようで、ピンネー

忘れられることもあった。
ガンドは発明、製作、職人の技の神でありそれを保護していた。

ス（小型帆船）も隠蔽されていた。
島の上の構造物はほとんどが波に浚われ、基礎しか残っていな

精力的な神格で思考よりも実践を重んじ、仕えるクレリック達

いが、南半分になると建造物の構造規模が違うのか比較的残ってい

も数々の不思議なものを作り出した。

る。（地図参照）

かつてランタン島にはさまざまな種族のガンド信者（特にノー
ム）が集まり、多種多様な装置を作っては販売していた。



呪文荒廃の折に発生した大津波でこの島の地上構造物はほとん
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島への上陸

は “ 螺旋髑髏団 ” の印である。
指令を下している男が配下に注意を促した。「螺旋髑髏のバ

君たちは、西側からこの島を観察した。

ンダナを見えるように身につけておけ！ それがないと連中

見たところ、島の半ばあたりに断層があり島の南部は海の

は俺たちの区別がつかないらしいからな！」

中に沈んだままである。遺跡が明らかなのは島の南側である

PC たちは螺旋髑髏団がアンデッドを使役する海賊であることを

が、崩れかけた柱や塔などが岩礁のように点在し、船で直接

知っている。それ以上の情報については、
〈事情通〉判定により「冒

そちらへ上陸することは難しい。

険の導入」で示したように情報が与えられる。

そこで君たちは砂浜の見えている北西側からこの島に上陸
ナイチンゲール

読み上げた時点で、PC たちに難易度 15 の〈隠密〉判定を行な

した。鳥かごの中の小夜啼鳥は、島に上がると羽ばたきを止め、

わせること。特に遮蔽物などはないが敵は気がそれているために隠

今は止まり木の上で動きを止めている。先ほどまでは島へと

れることはできる（難易度は “ 嵐を呼ぶニッケ ” の受動〈知覚〉の

ナイチンゲール

羽ばたきを止めなかったので、この島が小 夜啼鳥の目指して

値に、気がそれていることによる－ 2 のペナルティを適用してあ

いた島であるのは間違いないようだ。

る）。

この島に来るまでは盛んに飛び上がろうとしていたが、この時
ナイチンゲール

点で小夜啼鳥は鳥かごの中でおとなしくしている。〈看破〉難易度
20 に成功すれば、おそらくこの島が小夜啼鳥の故郷であり、この
島に来たことでほぼ満足していること（つまり、ガンドの寺院を探
すには PC たちが調査しなければならないこと）がわかる。

成功した PC 数がパーティの半分未満であった場合、パーティ
は敵に発見され戦闘が開始される。
半分以上が〈隠密〉判定に成功したなら、PC たちは見つから
ずにすみ、海賊達の不意を討つことができるだろう。
〈隠密〉判定に成功した上でやり過ごすことを選択した場合、
海賊達は上陸して遭遇地図に示した位置につき、警戒に入る。以降、
5 分ごとに〈隠密〉判定を行なうが難易度は 17 に上昇する。失敗

コラム：セッション開始時の確認事項
PC たちのアクション・ポイント、魔法アイテムの使用回数、パー
ティで一番高い受動〈知覚〉など技能値を確認しておくこと。ま
た、ウィザードがいる場合には一日毎攻撃呪文と汎用呪文はどれ
を準備したか、確認しておくこと。

した時点で発見され戦闘となる。
また、20 分の時点で取引相手のサフアグンが到着する。サフア
グンと海賊達は品物と生贄を交換し、その後サフアグンは海中へ、
海賊は船へ別れて去る。
その間も〈隠密〉判定は行なうこと。

コラム：海賊とサフアグン

珊瑚礁であることを示す白い砂を踏みしめ、島の南部へと
移動する。南東の浜辺に出て南下するのが良さそうだ。

以降の遭遇で PC たちがニッケ達とサフアグンの両方を相手に

建物の基礎がそこかしこに残っているが、地上部は崩れた

するようなことになった場合、大変厳しい戦闘となる。特に、最

か波に攫われたかしてほとんど残っていない。時折濃密な潮

初ニッケ達に対して〈隠密〉を行なって成功し、襲撃するタイミ

の匂いが瓦礫の下から立ち上るが、それも潮風に散らされる。

ングを計りかねるとそのような状況になる可能性がある。

渺々と風が吹き、時々耳に届くのはつんざくような海鳥の

DM は海賊とニッケ、捕虜の会話を通してしばらく後にサフア

鳴き声。やがて、浜辺に出ようという時、君たちは入り江に

グン達と合流することを PC たちに知らせ、決断を促すと良い。

浮かぶ船と、そこから上陸する一団の姿を見つけた。

刺青などから捕虜が副次クエストのカギであること、彼が生け贄

螺旋髑髏団、“嵐を呼ぶニッケ”

としてサフアグンに捧げられることを知れば PC たちもためらわ
ないだろう。

ニッケは受け渡しのため、8 人乗りのピンネース（小型帆船）を

好機を図るあまり敵に合流を許した場合、双方と戦うことにな

指揮してこの浜辺にやってきている。交易の品と暖かい血の生け贄

るが、その場合サフアグンは第 1 ラウンドの間は混乱し、ニッケ

1 体がサフアグンとの約束である。

に事態を確認しようとし、自分たちが攻撃されるまで戦闘には参
加しない。

海賊達で一番数の多いものは、ぼろをまといやせ細った 4

第 2 ラウンド以降もニッケ達に戦闘を任せ、がらくたスケルト

人で、矢筒と短弓、剣を下げている。2 人はもっと肉付きがよく、

ンが全滅する、または誰か（敵味方問わず）が重傷になるまでは

堂々たる様。残る 1 人が指令を下しており、長衣に杖をつい

戦闘に参加するのを控える。しかし、血の臭いが届くと我慢でき

ている。

ずに戦闘に参加する。
ひつ

かつ

やせた 4 人は全員で櫃を担いでいる。
また、手前 2 人の海賊に引きずられて、後ろ手に手を縛ら
れた惨めなありさまの水夫が一人いる。彼はひどく体力を消
耗しているのか、すでに抵抗する気もないようだ。背中の海
蛇の刺青も萎びてミミズのように見える。
前に立つ海賊の黒いバンダナには白く骸骨が染め抜かれて
おりその骸骨の眼窩は禍々しい螺旋で埋められている。それ
DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.



ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版



第一話「ランタン島」

第一話「ランタン島」

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

遭遇 1：螺旋髑髏団
遭遇レベル 4：（750XP、6 人パーティの場合は 925XP）

セットアップ
ひつ

海賊たちは 4 体のスケルトンに櫃（大きな箱）を運ばせている。
小頭と海賊 1 人が前を歩き、もう 1 人の海賊が後方を守っている。
この遭遇では以下のクリーチャーが登場する。
人間の海賊（Ｐ）		

2 体（PC6 人の場合は 3 体）

がらくたスケルトン（Ｓ） 4 体
嵐を呼ぶニッケ（Ｇ）

1体

捕虜（Pr）		

1体

人間の海賊

レベル4

中型・自然・人型、ヒューマン

175XP

イニシアチブ＋3
感覚〈知覚〉＋4
hp：67；重傷値：34
AC16；頑健18、反応15、意志15
移動速度：6
カトラス（標準；無限回）◆［武器］
＋7対AC；1d6＋4ダメージ。
カトラス二刀流（標準；無限回）◆［武器］
同一の目標に2回の近接基礎攻撃を行なう。
属性：悪
言語：共通語
技能：〈運動〉＋11
（＋6）【敏】13（＋3） 【判】13（＋3）
【筋】18
【耐】17（＋5）【知】11（＋2） 【魅】8（＋1）
装備：カトラス2振り、レザー・アーマー、酒瓶
がらくたスケルトン

レベル5

中型・自然・自律体（アンデッド）

君たちを見つけ、ひげ面の男達がカトラスを抜きはなつ。
櫃を持った連中は動かないがぼろの下からのぞいているのは
人の肌ではなく、剥き出しの白骨だ！
捕虜は縛られたまま呆然としている。そして長衣姿の男は

雑魚
50XP

イニシアチブ＋5
感覚〈知覚〉＋4；暗視
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC20；頑健17、反応18、意志17
完全耐性：［毒］、［病気]
移動速度：6

の筋が稲光のように光る。頭に生えた銀色の水晶からぱちぱ

ロングソード（標準；無限回）◆［武器］
＋10対AC；6ダメージ。
ショートボウ（標準；無限回）◆［武器］

ちと電光が煌めいた！

射程15/30；＋10対AC；5ダメージ。

フードを払うと高らかに空に呼びかけ始める。紫色の肌に緑

暴れ役

属性：無属性 言語：――
【筋】15
（＋4）【敏】17（＋5） 【判】14（＋4）
【耐】13（＋3）【知】3（－2） 【魅】3（－2）
装備：アロー 10本入りの矢筒、ショートボウ、ロングソード
海賊の小頭“嵐を呼ぶニッケ”
レベル5 砲撃役
中型・元素・人型、
ジェナシ
200XP
イニシアチブ＋4
感覚〈知覚〉＋7
hp：47；重傷値：24
AC18；頑健14、反応15、意志16
抵抗：［電撃］5
移動速度：6
クオータースタッフ（標準；無限回）◆［武器］
＋5対AC；1d8ダメージ。
サンダーウェイヴ／雷鳴波（標準；無限回）◆［雷鳴］
近接範囲・噴射3；＋6対“頑健”；1d6＋4［雷鳴］ダメージ、目標
を3マス押しやる。
ダンシング・ライトニング／踊る稲妻（標準；遭遇毎）◆［電撃］
3体の目標に1回ずつ遠隔攻撃を行なう；射程10；＋8対“反応”；
1d6＋4［電撃］ダメージ。
サンダーバースト／豪雷炸裂（標準；遭遇毎）◆［雷鳴］
遠隔範囲・爆発1・10マス以内；＋8対“頑健”；1d8＋4［雷鳴］ダ
メージ、目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。
プロミス・オヴ・ストーム／嵐の約束（マイナー；遭遇毎）
ニッケの次のターンの終了時まで、ニッケが使用する［電撃］また
は［雷鳴］のパワーは1d8の追加ダメージを与える。
属性：悪
言語：共通語、始原語
技能：〈魔法学〉＋11、
（＋2）【敏】14（＋4） 【判】17（＋5）
【筋】10
【耐】12（＋3）【知】18（＋6） 【魅】12（＋3）
装備：スタッフ、ローブ
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戦術
2 人の人間の海賊は最寄りの PC めがけて突撃し、以後は毎ラウ
ンド、カトラス二刀流で攻撃する。威勢はいいが根は臆病なことも
多い普通の海賊と違い、彼らは死ぬまで戦う。攻撃が命中しにくい
ようなら挟撃するために機会攻撃を受けることも辞さない。
がらくたスケルトンはイニシアチブが早いようならイニシアチ
ブを遅らせてニッケの指示（フリー・アクション）を待つ。
攻撃が指示されたならその場で櫃を落とし（フリー・アクショ
ン）、ショートボウを抜いて（マイナー・アクション）指示された
1 体の敵に対して集中射撃を行なう。敵に近接されたなら、ロング
ソードに持ち替えて近接してきた相手に対して近接戦闘を行ない、
それを継続する。
がらくたスケルトンは自分のターンに、ニッケの指示に一斉に
従う。そのためニッケは適宜戦況を有利にするかたちに指示を与え
る。この指示は共通語であるため、PC たちにも内容はわかる。
ニッケはまずプロミス・オヴ・ストーム を使用し、ダンシング・

ライトニング 、サンダーバースト の順に使用する。ダンシング・ラ
イトニング を使用するときには、忘れず捕虜を目標の 1 つに選び、
口を封じようとする（捕虜は hp1、全防御値 10、移動速度 2）。そ
の後は前線に近づいて毎ラウンドサンダーウェイヴ を使い続ける。

このエリアの情報

書状の内容
底流れ男爵閣下。
閣下のたくましき四本の腕に、海神ウンバーリーの力は宿
り給う。
御身の望む海上の珍味佳肴については八方手を尽くし申し
た。美食の都アスカトラにて、それが得られたのは思わぬ幸運。
先日お持ちした “ 白き乳汁を産する、角持つ四つ足の獣 ” の
肉は塩漬けであったが、これを地上でのみ可能な製法にて芳
しき香料と共に作り上げたのが此度の逸品。
また、添えてお持ちしたのは星の如く輝く玻璃のビーズに、
年経たゴンベッサの鱗すら貫く金剛の三叉矛。残念ながら血
の贄は一匹のみなれど、これらの品々を持って、我が主、偉
大なるビルワチの閣下への友誼の信頼の証とされたし。
我が主は閣下が海底より引き上げ、地上にもたらしたる古
代ランタンの秘宝をいたく喜び、それがしに今後も月に一度、
大潮の日（潮の干満差が最大となる日）の取引を行なうよう
命じたり。
いかに損なわれていても、ばね、歯車、てこ、ぜんまいな
どの仕掛けの痕跡がある品物であれば貝貨万枚に及ぶ財宝に
てそれを贖わせていただく。
今後も水魚の交わりを、是非。
螺旋髑髏団、小頭。嵐を呼ぶニッケ

明るさ：このマップはすべて “ 明るい ” 明るさである。
瓦礫・立木：△のついたマスは移動困難な地形であり、またその
マスの背後にいるクリーチャーに遮蔽を提供する。

ウンバーリー（『フォーゴトン・レルム・キャンペーン・ガイド』
“ 神 ” 参照）とは “ あばずれ女王 ” とも呼ばれる海の災いの神であり、

財宝：スケルトンたちが運んでいた箱の中には、サフアグンと取

船乗り達は彼女をなだめるために供物を納める。フォーゴトン・レ

引するための財貨が納められている。現金 280gp に加えて、ガ

ルムを背景に使用してないときには、原野と海の神メローラ（『プ

ラス製の安っぽい装身具や金属製の武器、燻製肉など、価値は

レイヤーズ・ハンドブック』” 神格 ” 参照）に置き替えると良いだ

低いが水中では入手困難な品物が革袋に入っている。革袋には

ろう。文中で言及されている品物はそれぞれ牛肉の燻製、ガラスの

タグがあり内容を示しているが、記された文字はのたうったよ

ビーズ、鋼のトライデントである。いずれも海中では手に入らない

うな奈落語であり、PC たちがこれを読むにはコンプリヘンド・

ランゲージ などの儀式が必要になるだろう。サフアグンの中で

が、地上ではたやすく手に入る交易品として海賊達が利用していた。
文中にあるように、彼らは大潮の日に取引を行なう。そして、

共通語を解するのは司祭と男爵だけなので、個別の袋には彼ら

今日がまさにその日その時である。PC たちは大潮の日とそのピー

が使う奈落語で内容物を示す必要があったのだ。

クがあと少しであることを知っている。まもなくサフアグンたちが

戦利品：小頭の腰には使う暇のなかったポーション・オヴ・ヒー

やってくるのだ。

リングが 1 本と書状が一つある。

捕虜からの情報
捕虜が生き延びた場合、なだめて情報を聞き出せる。
彼は海蛇号の乗り組み員であり螺旋髑髏団に襲われて捕えられ、
サフアグンへの生け贄として連れてこられた。海蛇号は螺旋髑髏団
に沈められている。
この場所が “ 製図室 ” 遺跡であることを知ると、「生き物を作ろ
うとして沈んだ島だ！」と怯えるが、それ以上のことは知らない。
彼から話を聞き出すことができた時点で副次クエストが完遂する
（正確には生きて帰り彼の言葉を伝えた時点で）。
彼は大変衰弱しており、冒険への同行は辞退する。一番いいの
は海賊の乗ってきたピンネースに隠れ、PC たちが帰還する時に同
行することだろう。
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遭遇 2：サフアグンとの遭遇

が持ってきた箱の中身を確認するために岸へ上がってくる。サフア
グンのミニチュアを箱の周りに配置した後、PC たちのミニチュア
を自由に配置させること。

遭遇レベル5

そのままサフアグンと話を続けるなら以下の情報を与えること。

（1,002XP、6人パーティの場合は1252XP）
セットアップ

◆サフアグンは螺旋髑髏団と一月に一回取引をしている。螺旋髑
髏団はこの遺跡から見つかる変なモノを欲しがっているらしい。
螺旋髑髏団については単なる海賊だということ以上は知らない。

この遭遇では以下のクリーチャーが登場する。

◆このサフアグンたちは群れから追い出されたはぐれ者で、仲間は
サフアグンの襲撃兵（6 レベル
		

あと 4 体ほどしかいない。ボスの “ 底流れ ” は 4 本の腕を持って

兵士役）

2 体（6 人パーティの場合は 3 体）（Ｒ）

いてすごく強い（難易度 15 の〈自然〉判定に成功したなら、こ

サフアグンの歩哨（6 レベル

雑魚）		

4 体（Ｓ）

れが “ サハギンの男爵 ” であるという推測ができる。難易度 20

サフアグンの司祭（6 レベル

砲撃役）		

1 体（Ｐ）

に成功したなら、本物の男爵であれば群れからはぐれているこ

海賊たちを倒して、小休憩を終えたところで、取引相手のサフ
アグンたちが登場する。

波間から、感情のうかがえない、瞬きをしない眼が君たち
を見つめている。オコゼのように棘の鋭い鱗は鮮やかな青緑
で、ともすれば海と空の青に紛れてしまいそうだ。彼らのう
ち何人かは珊瑚やフジツボのついたがらくたを抱えている。
数は 7 体（PC が 6 人の時は 8 体）。いずれも逆棘のついた
トライデントを構えているが、一番奥にいる 1 体は昆布をつ
づったローブをまとい、首からは鮫の牙を連ねた聖印を下げ
ている。
そして、そのかたわらにいる 2 体（PC が 6 人の時は 3 体）
の半魚人はほかに比べて更に強靱そうだ。
彼らはやがて、警戒したままゆっくりと近づいてきた。
PC たちがすぐさま戦闘しようとするなら、戦闘を行なう。
一方で、PC たちは海賊になりすまして取引を行い、情報を得よ
うと試みることもできる。その場合は以下のように対処する。

サフアグンをだます
海賊になりすますためには、パーティ全員が難易度 12 の〈はっ
たり〉判定を行ない、半数以上が成功する必要がある。倒した海賊
から奪った衣装（3 人ぶんある）を身につけているキャラクターは
この判定に＋ 2 の状況ボーナスを得る。
これらの判定に失敗した場合、サフアグンは PC たちを怪しみは
じめる。彼らは海中にいるままで PC たちを確認しようとする。サ
フアグンたちを言いくるめるためには、難易度 17 の〈交渉〉また
は〈はったり〉判定を、変装できていない PC 一人につき 1 回ずつ
行う。この判定はどの PC が行なってもかまわないし、一人で何回

とはないので、年若い個体か権力闘争に敗れた弱い個体ではな
いかと推測できる）。
◆彼らはランタンの遺品について何ら価値を見いだしておらず、
「陸
のヤツらは変」と思っている。また、サルベージしているのは “ 機
械じかけッぽいものなら何でも ” であり、価値を理解しているわ
けではない。
◆彼らの野営地は島の南端にある遺跡、その奥深くの半ば水没した
場所にあり、価値のありそうなものはそこに蓄えている。
なお、ここまでだますことに成功し、この状況から戦闘を始め
る場合でも、サフアグンが不意を討たれることはない。彼らは螺旋
髑髏団が裏切る可能性を常に警戒しているのだ。だが、PC たちは
サフアグンを取り囲んだ状況から戦闘を開始できる上、陸上ではサ
フアグンの司祭の能力が低下するため、比較的楽な戦闘になるだろ
う。

戦術
サフアグンたちはブラッド・フレンジー を活用するために、で
きる限り 1 体の PC に攻撃を集中させようとする。サフアグンは血
への渇望があるので死ぬまで戦う。
サフアグンがだまされた場合：歩哨と襲撃兵は司祭を守れるよう
な陣形を取ろうとする。司祭は機会攻撃を気にせずスペクトラ

ル・ジョーズ を使用するが、ウォーター・ボルト は機会攻撃を
受けてまで使おうとはしない。
サフアグンがだまされなかった場合：歩哨は敵の前衛に向かって
突撃し、陸に上がることも気にかけない。襲撃兵も前線に向か
うが、司祭をかばうような位置取りを心がける。司祭は可能な
限り水中に留まりスペクトラル・ジョーズ とウォーター・ボル

ト で攻撃するが。味方の数が減ったなら傲慢にも自分自身が前
に出て配下にトライデントの使い方を見せてやろうとする。

もの判定を行なってもかまわない。また、この判定について援護を
行なっても構わないが、援護が失敗したなら判定に－ 2 のペナル
ティが科せられる。
この言いくるめる判定を一人分でも失敗したなら、サフアグン
は即座に襲いかかってくる。サフアグンたちは海中にいるままで
PC たちを問い詰め、確認できるまでは海から出ない。ゆえにこの
状況で戦闘になった場合には、サフアグン全員が海中にいる状況か
ら始まるため、戦闘はやや厳しいものとなる。
うまくサフアグンをだますことができた場合、彼らは海賊たち
DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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サフアグンの歩哨

レベル6

雑魚

中型・自然・人型（水棲）
XP63
イニシアチブ＋5
感覚〈知覚〉＋4；夜目
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
反応17、意志16
AC20；頑健18、
移動速度6、水泳6
トライデント（標準；無限回）◆［武器］
＋11対AC；5ダメージ；ブラッド・フレンジー も参照のこと。
トライデント（標準；無限回）◆［武器］
射程3/6；＋11対AC；5ダメージ。サフアグンの歩哨がもう1回
トライデントを投擲するためには、投げたトライデントを回
収しなければならない。
ブラッド・フレンジー／血の狂乱
サフアグンは重傷の敵に対する攻撃ロールに＋1のボーナスを
得、ダメージ・ロールに＋2のボーナスを得る。
属性：混沌にして悪 言語：奈落語
（＋6）【敏】14（＋5） 【判】12（＋4）
【筋】16
【耐】14（＋5）【知】10（＋3） 【魅】10（＋3）
装備：トライデント

サフアグンの襲撃兵

レベル6

兵士役

中型・自然・人型（水棲）
XP250
イニシアチブ＋7
感覚〈知覚〉＋4；夜目
hp：70；重傷値：35
反応16、意志15
AC20；頑健19、
移動速度6、水泳6
トライデント（標準；無限回）◆［武器］
＋11対AC；1d8＋5ダメージ。目標はこのサフアグンの襲撃兵
の次のターンの終了時までマークされる；ブラッド・フレン
ジー も参照のこと。
トライデント（標準；無限回）◆［武器］
射程3/6；＋11対AC；1d8＋5ダメージ。サフアグンの襲撃兵が
もう1回トライデントを投擲するためには、投げたトライデン
トを回収しなければならない。
オポチュニスティック・ストライク／好機逃さぬ打撃
（即応・対応、サフアグンの襲撃兵に挟撃されている敵がシフ
トした時；無限回）◆［武器］
サフアグンの襲撃兵はその敵に1回の近接基礎攻撃を行なう。
ブラッド・フレンジー／血の狂乱
サフアグンは重傷の敵に対する攻撃ロールに＋1のボーナスを
得、ダメージ・ロールに＋2のボーナスを得る。
属性：混沌にして悪 言語：奈落語
（＋8）【敏】14（＋5） 【判】12（＋4）
【筋】20
【耐】14（＋5）【知】10（＋3） 【魅】10（＋3）
装備：トライデント

このエリアの情報
明るさ：このマップはすべて “ 明るい ” 明るさである。
海：浅瀬のマスは移動困難な地形である。深い海のマスに入るに
は難易度 12 の〈運動〉判定で泳ぐ必要がある。
財宝：サフアグンたちはこの島の遺跡から発掘した品々を持参し
ている。いくつかの品はかすかな魔力を帯びており、レシディ
ウムが抽出できるかも知れないが、よほどの好事家でもない限
り換金できそうにはない（このシナリオの中では特に財宝とし
ない）。
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サフアグンの司祭

レベル6

砲撃役

中型・自然・人型（水棲）
XP250
イニシアチブ＋7
感覚〈知覚〉＋8；夜目
hp：58；重傷値：29
AC20；頑健17、反応18、意志19
移動速度6、水泳8
トライデント（標準；無限回）◆［武器］
＋10対AC；1d8＋2ダメージ。ブラッド・フレンジー も参照の
こと。
トライデント（標準；無限回）◆［武器］
射程3/6；＋10対AC；1d8＋2ダメージ。サフアグンの司祭がも
う1回トライデントを投擲するためには、投げたトライデント
を回収しなければならない。
ウォーター・ボルト／水鉄砲（標準；無限回）
射程20（水の外では10）；＋12対“AC”；2d8＋4ダメージ（水の外で
は1d8＋4）；ブラッド・フレンジー も参照のこと。
スペクトラル・ジョーズ／霊体の鮫（標準；目標がこのパワー
の効果に対するセーヴに成功した時点で再チャージ）
射程20；霊体の鮫の顎が現れて目標に噛みつく；＋12対“意志”；
3d6＋4ダメージ。目標は継続的ダメージ5を受け、すべての
防御値に－2のペナルティを受ける（セーヴ・両方とも終了）
；
ブラッド・フレンジー も参照のこと。
ブラッド・フレンジー／血の狂乱
サフアグンは重傷の敵に対する攻撃ロールに＋1のボーナスを
得、ダメージ・ロールに＋2のボーナスを得る。
属性：混沌にして悪 言語：共通語、奈落語
技能：〈威圧〉＋11
【筋】16（＋6）【敏】18（＋7） 【判】20（＋8）
【耐】16（＋6）【知】12（＋4） 【魅】16（＋6）
装備：トライデント、聖印、昆布製のローブ

第一話「ランタン島」

遭遇 3：遺跡の探険

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版
ントには数えないが、キャラクターは高所から転落して負傷す
る。回復力を 1 回ぶん減らすこと。
【筋力】判定難易度 14：がれきを除去して道をひらく。この判定

技能チャレンジ：遺跡の探険
この技能チャレンジは島を縦断し、未発見のガンド寺院、その
聖堂たる “ 製図室 ” を発見するまでの過程を表すものである。

によって成功カウント獲得できるのは 1 回までである。失敗し
た場合、失敗カウントには数えないが、試みたキャラクターは
自分の足の上に重い石を落としてしまう。回復力を 1 回ぶん減
らすこと。

レベル：7
複雑度：3（3 回失敗する前に 8 回成功する） 900XP
6 人パーティの場合は複雑度 4（3 回失敗する前に 10 回成功する）
1200XP

成功カウントを 3 つ（6 人パーティの場合は 4 つ）稼いだ時点で、
ガンドの寺院の敷地を発見する。次は敷地の中から捜索し寺院の中
枢部を捜し出すことになる。

勝利：PC たちは地下に埋もれていたガンドの寺院跡を発見するほ
か、その途中で特殊なガンドの聖印（価値は 100gp）を 1 つ発
見する。この聖印を持っている PC は次の遭遇で祭壇の罠から攻
撃されなくなる。
失敗：PC たちは何の発見も得られぬまま、時間と労力を費やして
怪しげな所を総当たりした上で、ようやくガンドの寺院跡にた
どりつく。
全員の回復力を 1 回減らす。

遺跡の中から中枢となる場所、ガンドの寺院と工房を捜し
出すのは思いのほか大変だった。信仰する神格の寺院ともな
れば工房の中心に置いていそうなものだが、ここにいたのは
ノームであるというのを忘れていた。
見つけ出したのは、るつぼや細工用の小型の金床がある工
場の片隅に空いた入り口で、何も知らなかったら倉庫かなに
かへの入り口と間違っただろう。
第二ステージへ。

全員が 1 回の判定（援護の判定も含む）を行なうのを 1 サイク
ルとして、1 サイクルには約 2 時間かかる。各キャラクターは 1
サイクルに 1 回しか判定を行なえない。この判定は 1 サイクルの間、
かかりきりでその技能による行動を行なっていることをを表現して
いるからだ。
成功カウントが一定になるごとに、探索のステージが変わり使
用できる技能が変化する。特記ない限り、援護は可能。また、援護
の失敗は失敗カウントに数えない。
捜索の開始時刻は正午とする。もしも午後五時を過ぎたなら辺
りが暗くなって視界が悪くなり、〈歴史〉と〈魔法学〉以外のすべ
ての判定に－ 2 のペナルティを負う。また、以降の遭遇は PC たち
が何らかの光源を使用するのでない限り、すべて “ 暗闇 ” のもとで
行なわれる。

第一ステージ～遺跡の森を往く～
遺跡群の中から、目的とするガンドの寺院、その中枢を捜
し出す。

失敗カウントを 3 つ数えたなら、結局寺院の場所の見当はつかず、
廃墟の中にあるガンドのほこら（それこそ辻や各工房に一つほどの
しらみ

割合で存在する！）を虱潰しする羽目になる。その結果（半ば事故
でもあるが）ガンドの寺院にたどり着く。

探索は困難を極めた。
無秩序にしか思えない街路、行き先のない階段、漆喰で塗
り固められた戸口と、そこから続く回廊。
仕方ないと諦めて、君たちは寺院ではなく、無数のほこら
をしらみつぶしに当たってゆくことにした。
小さな工房から、道の辻々。
あらゆる所にあるガンドのほこらをひっくり返し、ようや
くそれらしき半地下の建物を見つけ出した時には、すでに日
は西の空に傾きかけていた。若干の焦りを胸に近寄った時、
足下が崩れて、きみたちは寺院の中に落ちていった。

上記の技能チャレンジの失敗の結果を適用した上で、遭遇
4 を開始する。遭遇 4 においても失敗してたどり着いた場合

主要技能：
〈知覚〉、〈魔法学〉、〈歴史〉

には開始状況が異なるので注意

副次技能：
〈運動〉、【筋力】判定
〈知覚〉難易度 14：遺跡を捜索し、他の冒険者に荒らされていな
い場所を探す。技能を修得していない他者による援護可。
〈魔法学〉難易度 14：技能を修得しているもののみが判定および
援護を試みることができる。遺跡に残るかすかな魔力の痕跡を
たどり、魔法のアイテムがありそうな場所を探す。
〈歴史〉難易度 14：ランタン島の歴史や伝統を思い出し、重要な
施設が設置されていそうな場所の見当をつける。
〈運動〉難易度 19：今にも崩れそうながれきの上によじ登り、視
点を高くして広い範囲を見渡す。この判定によって成功カウン
トを獲得できるのは 1 回までである。失敗した場合、失敗カウ
DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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第二ステージ
工場の廃墟の中にある小さな寺院への入り口を見つけ出したが、
その中にはさらに小部屋が続くばかり。ノーム用とおぼしきこの寺
院で、小さく狭い回廊がこの中に隠されているのかもしれない。

うだ。
君たちは巧妙な擬装を見破り、扉のはずれかけた戸棚を開
く。隠し扉が開き、君たちを工場の地下にある “ 製図室 ” へと
誘う。

第三ステージへ

主要技能：〈宗教〉、〈魔法学〉
副次技能：〈軽業〉、〈看破〉、〈知覚〉

このステージで失敗カウントを 3 つ数え、技能チャレンジに失
敗したなら、寺院の敷地の中で中枢を捜すうちに時間が過ぎてし

〈宗教〉難易度 14：ガンド寺院の一般的な構造、および逸脱した

まったことになる。

構造などを思い出し、中枢部への見当をつける。
〈魔法学〉難易度 14：技能を修得しているもののみが判定および
援護を試みることができる。廃墟に残る魔法施設の幽かな痕跡
をたどり、中枢たる寺院へのルートを探す。援護の失敗は失敗
カウントに数える。
〈軽業〉難易度 19：ノーム（またはハーフリング）の体格に合っ
た大きさの狭い隙間に潜り込んで手がかりを探す。小型サイズ
キャラクターはこの判定に＋ 2 ボーナスを得る。
他者による援護は不可。
この判定によって成功回数を稼げるのは 1 回まで。失敗したキャ
ラクターは頭をぶつけて負傷する。
失敗カウントには数えないが回復力を 1 回ぶん減らすこと。
〈看破〉難易度 14：ノーム（ハーフリング）の悪ふざけのセンス
について学んだことを思い出し助言をする。次のキャラクター

探索は困難を極めた。
ランタンに住む連中がみんなこのような連中だったとは思
えないが、少なくともこの天井の低い寺院（ノームの背丈に
合わせてあるのだ）にいたノームという連中はどうかしてい
る。並んだロッカーの一つがほこらだったり、工房の裏口と
思ったところが儀式用祭祀道具の倉庫だったり。
悪ふざけに引きずり回され、君たちはどうにか落ち着ける
大きめの礼拝堂（ここはゴンドの神像に合わせ天井が高いの
だ）で一息つく。
漏れてくる赤い夕日がまぶしかったので、それをよけよう
と動いた時、礼拝堂の床がぐらりと傾き、崩れた。
上記の技能チャレンジの失敗の結果を適用した上で、遭遇 4 を

の判定に＋ 2 のボーナスを与える。

開始する。遭遇 4 においても失敗してたどり着いた場合には開始

この判定に失敗しても技能チャレンジの失敗の回数には数えな

状況が異なるので注意。

いが、この判定によるボーナスを受けたキャラクターが自分の
判定に失敗すると、本来回復力を失うような効果のない判定で
あっても、回復力を 1 回ぶん失う。
「ノームってのはこういうところに隠し部屋を作るもんなのさ
……すまん、ノームはこういうところにイタズラを仕掛けるのも好
きなんだった」
〈知覚〉難易度 14：廃墟のなかの痕跡を捜索し、危険を察知しな
がら、正しい順路を進む。
成功した場合、成功カウントには数えないが、次に行なわれる
判定に＋ 2 のボーナスを与える。
失敗した場合には失敗カウントに数える。
技能を修得していない他者による援護可。援護の失敗は失敗カ
ウントには数えないが援護される側の判定に－ 2 のペナルティ
が科せられる。

成功カウントを 3 つ（6 人パーティの場合は 4 つ）稼いだ時点で、
PC たちは廃墟からガンドの聖堂、“ 製図室遺跡 ” への進入路を発見
する。

工房の裏口に見せかけた回廊、ロッカーに見せかけた儀式
用具倉庫――もしかしたら、本当にロッカーに聖具が放り込
まれていたり、寺院の裏に工場が作られていたのかも知れな
い。残念ながら値打ちのあるようなものは見つからなかった
が、完全な形で残っている工具や作業台、保存が続いている
薬品戸棚など、寺院の中枢に近づいているのは間違いないよ
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第三ステージ
地下室にはたしかに礼拝堂があった。背の高い偉丈夫
の彫像が三角定規とコンパスを持って君たちを見下ろし
ている。この神像がガンドを象ったものであるのは間違

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

人にとっても意外だったのは、呪文荒廃をくぐり抜けた罠の
仕組みはその強度をだいぶ失っていたと言うこと。
部材に無理な力がかかったのだろうか？ 足下が崩れ、そ
の下にある本当の寺院に君たちは落下した。

いない。
君たちは神像の胸に歯車のような聖印が二つ下げられ
ているのも見つけた。だが、ここにも何も残っていない
ように見える。
主要技能：〈宗教〉、〈知覚〉、〈魔法学〉
副次技能：〈軽業〉、〈看破〉、〈はったり〉
〈宗教〉難易度 14：ガンド寺院の構造、崇拝様式を思い出し、真
相に近づく。
〈知覚〉難易度 14：何もないように見える礼拝堂をじっくりと探し、
隠されたものを見つけ出す。
〈魔法学〉難易度 14：祭壇や礼拝堂の様式から儀式などの要素を
解読する。
〈軽業〉難易度 19：ノーム（またはハーフリング）の体格に合っ
た大きさの狭い隙間に潜り込んで手がかりを探す。小型サイズ
キャラクターはこの判定に＋ 2 ボーナスを得る。
他者による援護は不可。
この判定によって成功回数を稼げるのは 1 回まで。失敗したキャ
ラクターは頭をぶつけて負傷する。
失敗カウントには数えないが回復力を 1 回ぶん減らすこと。
〈看破〉または〈はったり〉14：ノームの悪ふざけのセンスについ
て学んだこと、実践したことを思い出し助言をする。次のキャ
ラクターの判定に＋ 2 のボーナスを与える。
この判定に失敗しても技能チャレンジの失敗の回数には数えな
いが、この判定によるボーナスを受けたキャラクターが自分の
判定に失敗すると、本来回復力を失うような効果のない判定で
あっても、回復力を 1 回ぶん失う（本来回復力を失うような判
定である場合には失敗したキャラクターに加えて、〈看破〉によ
るボーナスを与えたキャラクターも回復力を失う）。

技能チャレンジに成功したら次を読み上げる。

おもえば、” 我が道を行く民 ” であるノームがヒューマンの
姿を彼らの崇める神格にするはずがなかったのだ。
神像すら彼らの悪ふざけであった。聖印を取ったとたんに
ぱっかりと半分に割れてスライドし、祭壇の下にある下り階
段を明らかにした。
特別な聖印を二つ獲得した上で遭遇 4 へ進む。
ここで技能チャレンジが失敗したなら次を読み上げる。

おもえば、” 我が道を行く民 ” であるノームがヒューマンの
姿を彼らの崇める神格にするはずがなかったのだ。
神像すら彼らの悪ふざけであった。調べようと近づいたと
たんになにかの仕掛けが作動しようとした。
君たちにも、そしてこれを仕掛けたであろうランタンの職
DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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遭遇 4：ガンドの寺院跡
PC たちは半地下式の寺院跡を発見する。この部屋はノームの建
物にしては天井が高く、10 フィートの高さである。
遭遇３の技能チャレンジに成功した場合

君たちは南の扉から部屋に入った。その部屋は石造りで、

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

遭遇レベル4
（950XP、6人パーティの場合は1,100XP）
セットアップ
この遭遇では以下のクリーチャーおよび罠が登場する。
アイアン・コブラ（レベル 6

遊撃役）		

ハンマー・オヴ・ガンド（レベル 3

正面には年老いたノームの彫像が祭壇に祭られている。祭壇

		

の前には長椅子が並んでいたのだろうが、長い年月の末に崩

ガンドの彫像（レベル 6

1 体（Ｉ）

兵士役）

3 体（6 人パーティの場合は 4 体）（Ｈ）
砲撃型）		

1 基（Ｇ）

れ落ち、瓦礫となりはててしまっている。天井は高く、壁に
は模様のように歯車やてこ、ばねなどからなる機会の構成図
が描かれている。
ぷん、と鼻をつく匂いがする。潮の匂いの混じった腐臭で
ある。
君たちがその部屋に侵入したとたん、ブンブンカチカチと
いう音と共に、ハーフリング大の金属でできた不格好なクリー

寺院跡を見つける技能チャレンジに成功している場合には PC た
ちは南の扉から登場する。
失敗していた場合には、天井を踏み抜いてここに落下してきた
ことになる。〈運動〉または〈軽業〉難易度 9 の判定を全員行なう
こと。失敗した者は伏せ状態で戦闘を開始する。成功失敗を問わず、
落下ダメージは受けない。

チャーがその手を振り上げた。
大きなハンマーが鈍く光った。
遭遇３の技能チャレンジに失敗した場合

アイアン・コブラは祭壇の後ろに隠れている。受動〈知覚〉判
定値が 20 以上の PC（プレロールド・キャラクターではエルフのロー
グのみ）はこれに気が付く。

君たちはこの部屋の天井を踏み抜いて落っこちてきた。
長椅子をたたき壊し、石造りの床に落ちる。同時にぷんと鼻

PC たちが前述の技能チャレンジでガンドの聖印を入手している

をつく匂いがした。潮の匂いの混じった腐臭である。そして

場合、戦闘が始まる前に誰が聖印を持っているのかを確認しておく

ブンブンカチカチという歯車の音と共に、金属製の不格好な

こと。祭壇の罠はガンドの聖印を持っている者を攻撃できない。

クリーチャーがその手を振り上げた！
アイアン・コブラ レベル6

遊撃役

中型・自然・自律体（人造、ホムンクルス）
XP250
イニシアチブ＋7
感覚〈知覚〉＋9；暗視
hp：75；重傷値：37：再生5（後述）
AC20；頑健20、反応18、意志17
完全耐性：［毒］、［病気］
移動速度7；<i>スリザリング・シフト</i>も参照
バイト／噛みつき（標準；無限回）◆［毒］
＋11対AC；1d8＋3ダメージおよび継続的［毒］ダメージ5（セー
ヴ・終了）。
ポイズン・ザ・マインド／精神毒
（標準；再チャージ3456）◆［精神］
射程10；継続的［毒］ダメージを受けているクリーチャーのみに
作用；＋8対“意志”；目標は幻惑状態かつ減速状態となる
（セーヴ・両方とも終了）；ガード・エリア も参照。
ガード・エリア／範囲護衛
アイアン・コブラは、その護衛している範囲内にいるクリーチ
ャーに対しては、たとえポイズン・ザ・マインド のパワーが
再チャージされておらずとも、また目標が継続的［毒］ダメー
ポイズン・ザ・マインド のパワー
ジを受けておらずとも、
を使用できる。このアイアン・コブラは祭壇を中心とした5
マス×5マスの範囲を護衛している。
スリザリング・シフト／這いずるシフト（移動；無限回）
1回の移動アクションとして３マスぶんシフトする。
属性：無属性 言語：――
技能：〈隠密〉＋10
【筋】17（＋6）【敏】15（＋5） 【判】13（＋4）
【耐】19（＋7）【知】5（±0） 【魅】12（＋4）
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ハンマー・オヴ・ガンド

レベル3

兵士役

小型・自然・自律体（人造）
XP150
イニシアチブ＋4
感覚〈知覚〉＋7；暗視
hp：47；重傷値：23：再生5（後述）
AC19；頑健17、反応15、意志15
完全耐性：［毒］、［病気］
移動速度：6
スラム／叩きつけ（標準；無限回）
＋10対AC；1d6＋4ダメージ。
パワフル・ワロップ／強パンチ（標準；遭遇毎）
＋10対AC；2d6＋4ダメージ。目標は幻惑状態になる（セーヴ・
終了）。
属性：無属性 言語：――
（＋4）【敏】13（＋2） 【判】12（＋2）
【筋】16
【耐】15（＋3）【知】5（－2） 【魅】8（±0）

方に近寄ってこない場合、あるいは PC たちに気づかれた場合、挟
撃できる位置に移動して近接攻撃を行ない、毒を与えてから距離を
取ってポイズン・ザ・マインドを使おうとする。
なお、アイアン・コブラは自分が護衛している場所（祭壇を中
心とした 5 × 5 のエリア）にいる敵に対してはポイズン・ザ・マ
インドが再チャージされていなくても、目標が［毒］ダメージを受
けていなくてもポイズン・ザ・マインドが使用できることに注意。

このエリアの情報
明るさ：入り口から差し込む太陽光以外、この部屋の明かりはない。
このマップは入り口のマスを除いて “ 暗闇 ” である。
瓦礫：△のついたマスは移動困難な地形である。

ガンドの神像
罠

レベル6

砲台型
XP250

スパナと油差しを持ち、ポケットがたくさんついた前掛けと不思
議な色のゴーグルを付けた年配のノームの像。
罠：ガンド神の像は人造クリーチャーの損傷を修復する波動を放
ち、また人造を攻撃する者にオイルを吹き付けて目を潰す。
〈宗教〉または〈魔法学〉
◆ 難易度22：キャラクターはこの像に神の力のかけらが宿って
いることに気が付く。
作動
この罠はPCたちが人造クリーチャーに攻撃をヒットさせるたび
に機会アクションを行なう。
オーラ
効果：神像から5マス以内の（人造）クリーチャーは再生5を得る（デ
ータに反映済み）。
攻撃
機会アクション
遠隔・10
トリガー：
クリーチャーがこの部屋の中にいる（人造）クリーチャーに攻撃を
ヒットさせた
目標：トリガーを発生させたクリーチャー
ヒット：＋9対“意志”；目標は次の自分のターンの終了時まで盲目
状態になる。
対抗手段
◆神像に隣接したキャラクターは技能チャレンジによって罠を無力
化できる。使用できる技能は〈盗賊〉、〈宗教〉、〈魔法学〉のい

ガンドの神像：この像は高さ 1 フィートほどの台座の上に固定
されており、像自体の身長は 2 フィート程度である。台座を横
にずらすことによってサフアグンの住処に続く隠し通路が現れ
る。神像は遮蔽を提供する。神像のあるマスは移動困難地形で
ある。

神像に供物として油壺のかたちをした薬瓶がある。中身はポー
ション・オヴ・クラリティ（『冒険者の宝物庫』）
ポーション・オヴ・クラリティ
Potion of Clarity ／明晰の水薬
レベル5
この冷たい蒼色の液体は、いざという時の君の心身の鋭敏さを
研ぎ澄ます。
レベル5
50gp
ポーション
パワー（［消費型］）：マイナー・アクション。ポーションを飲み、
魔法のアイテムの使用回数を1回ぶん消費する。その遭遇が
終わる前に一度、使用者は5レベル以下の［遭遇毎］、あるいは
［一日毎］の攻撃パワーの攻撃ロールを再ロールできる。使用
者は必ず再ロールした結果を使用しなくてはならない。
サフアグンの死体：祭壇の裏にサフアグンの死体が 1 つ転がって

ずれかであり、技能判定の難易度はすべて 17、複雑度は 1 であ

いる。このサフアグンは秘密の通路から逆にこの部屋に入って

る（3 回失敗する前に 4 回成功しなければならない）。

きたのだが、ハンマー・オヴ・ガンドに殴り殺されたのだ。

◆神像と祭壇を攻撃して物理的に破壊すれば罠は停止する。神像と
祭壇はあわせて AC5、頑健防御値 10、反応防御値 5、ヒット・
ポイント 60 を有する。
◆罠を解除するのではなく、油差しに布をかぶせるなどして油の発
射だけを妨げることができる。
油の発射口を布などをかぶせる、あるいは塞ぐ場合。
神像に隣接した状態で〈盗賊〉判定難易度 15 に 1 回成功すれば、
油の発射は妨げられるようになる。
また、単に布をかぶせるだけなら（判定不要）、次にこの罠が行
なう攻撃ロールに－ 5 のペナルティが科せられる。

戦術
ハンマー・オヴ・ガンドたちは寺院内にノームでもガンド信者
でもないものが侵入した時点で即座に襲い掛かってくる。彼らは破
壊されるまで戦う。パワフル・ワロップは戦術的優位を得るか自分
が重傷になった時点で使用する。
アイアン・コブラは神像の影に隠れ、神像を破壊ないし無力化
しようと近づいてきた敵の不意を討とうとする。PC たちが神像の

16

ほかのサフアグンはハンマー・オヴ・ガンドに与えた傷が治る
のを見ると、恐れてここには立ち寄らなくなった。
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遭遇 5：サフアグンの住処
遭遇レベル6（1200XP）
暗い小道は、おそらく秘密の工房への道なのだろう。ほぼ
全部がノームのサイズでところどころ君たちは難儀した。
やがて、湿気が強くなると共に潮の匂いが濃くなってくる。
下り階段のところどころにぬるぬるとすべる海藻が絡みつき、
足音に驚いてフナムシや蟹がかちかちと音を立てて逃げてゆ
く。
やがて目の前で空間が広がり、水の音が聞こえてきた。
PC たちが部屋に侵入し、奥まで見通せるようになったら以下を
読み上げる。

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

セットアップ
この遭遇では以下のクリーチャーが登場する。
ヴァンパイア・スポーンの肉裂き魔（5 レベル
		

4 体（Ｖ）

サフアグンの歩哨（6 レベル
		

雑魚）

4 体（Ｓ）

サフアグンの襲撃兵（6 レベル
		

兵士役）

1 体（Ｒ）（PC が 6 人の場合には 2 体）

サフアグンの男爵（6 レベル
		

雑魚）

精鋭

暴れ役）

1 体（Ｂ）

PC たちがヴァンパイア・スポーンに接触したら以下を読み上げ
る。

その部屋は半分海に沈んでおり、波が打ち寄せる床には、
その波が運んできたのだろう砂が積もっていた。波打ち際に

明かりに照らし出された人影は、蒼白でギラギラと赤く光

重ねられているのは、珊瑚やフジツボのこびりついたノーム

る目玉で君たちを睨んでいる。身につけた衣服はもはやぼろ

の金属細工、機械部品の数々であり、それらのがらくたに混

きれ同然だ。その爪は長く鋭く、牙を剥きだした様は獰猛な

じってなにやらキラキラ光る宝飾品もあるようだ。

肉食動物を思わせる。そう、彼らが君たちを見る眼差しは獲

部屋の中は強烈な生臭さで満ちている。そして影の中にう
ごめく姿が数多い。

物をみる視線に他ならない！
PC たちがサフアグンの男爵と接触したら以下を読み上げる。

だが、君たちの目を引いたのは、正面の海の中にいる一際
大きな 4 本腕のサフアグンだった。

そのサフアグンは部屋にいるどのサフアグンよりも大きく、
たくましかった。位階を示すものだろうか、金属や貝殻、骨
で作られた面当てや胸当てをつけている。
だがなによりも驚いたのは、それが 4 本もの腕を持ってい
ると言うことだった。それぞれの腕の先には鋭いかぎ爪があ
り、2 本の腕で掲げたトライデントは魔法のオーラでゆらめく
ように光っている。
この男爵を見るサフアグンの眼差しは畏怖に満ちており、
彼が生きている限り士気は高そうだ。
ヴァンパイア・スポーンの肉裂き魔

レベル5

雑魚

中型・自然・人型（アンデッド）
XP50
イニシアチブ＋6
感覚〈知覚〉＋4；暗視
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC20；頑健17、反応18、意志17
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗［死霊］5
移動速度7；登攀4（蜘蛛歩き）
クロー／爪（標準；無限回）◆［死霊］
＋11対AC；5点の［死霊］ダメージ（重傷の目標に対しては7点の
［死霊］ダメージ）。
デストロイド・バイ・サンライト／太陽光による破壊
太陽の光に直接照らされた場所で自分のターンを開始したヴァ
ンパイア・スポーンは、そのターンには1回の移動アクション
しか行なうことができない。そのターンを太陽の光に直接照
らされた場所で終えたなら、ヴァンパイア・スポーンは破壊
され、灰となって燃え尽きる。
属性：悪
言語：共通語
【筋】14（＋4）【敏】16（＋5） 【判】12（＋3）
【耐】14（＋4）【知】10（＋2） 【魅】14（＋4）
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サフアグンの歩哨

レベル6

雑魚

中型・自然・人型（水棲）
XP63
イニシアチブ＋5
感覚〈知覚〉＋4；夜目
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
反応17、意志16
AC20；頑健18、
移動速度6、水泳6
トライデント（標準；無限回）◆［武器］
＋11対AC；5ダメージ；<i>ブラッド・フレンジー </i>も参照
のこと。
トライデント（標準；無限回）◆［武器］
射程3/6；＋11対AC；5ダメージ。サフアグンの歩哨がもう1回
トライデントを投擲するためには、投げたトライデントを回
収しなければならない。
ブラッド・フレンジー／血の狂乱
サフアグンは重傷の敵に対する攻撃ロールに＋1のボーナスを
得、ダメージ・ロールに＋2のボーナスを得る。
属性：混沌にして悪 言語：奈落語
（＋6）【敏】14（＋5） 【判】12（＋4）
【筋】16
【耐】14（＋5）【知】10（＋3） 【魅】10（＋3）
装備：トライデント

サフアグンの襲撃兵

レベル6

兵士役

中型・自然・人型（水棲）
XP250
イニシアチブ＋7
感覚〈知覚〉＋4；夜目
hp：70；重傷値：35
AC20；頑健19、反応16、意志15
移動速度6、水泳6
トライデント（標準；無限回）◆［武器］
＋11対AC；1d8＋5ダメージ。目標はこのサフアグンの襲撃兵
の次のターンの終了時までマークされる；ブラッド・フレン
ジー も参照のこと。
トライデント（標準；無限回）◆［武器］
射程3/6；＋11対AC；1d8＋5ダメージ。サフアグンの襲撃兵が
もう1回トライデントを投擲するためには、投げたトライデン
トを回収しなければならない。
オポチュニスティック・ストライク／好機逃さぬ打撃
（即応・対応、サフアグンの襲撃兵に挟撃されている敵が
シフトした時；無限回）◆［武器］
サフアグンの襲撃兵はその敵に1回の近接基礎攻撃を行なう。
ブラッド・フレンジー／血の狂乱
サフアグンは重傷の敵に対する攻撃ロールに＋1のボーナスを
得、ダメージ・ロールに＋2のボーナスを得る。
属性：混沌にして悪 言語：奈落語
【筋】20（＋8）【敏】14（＋5） 【判】12（＋4）
【耐】14（＋5）【知】10（＋3） 【魅】10（＋3）
装備：トライデント
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サフアグンの男爵

レベル6

精鋭

暴れ役（指揮役）

大型・自然・人型（水棲）
XP500
イニシアチブ＋7
感覚〈知覚〉＋4；夜目
ブラッド・ヒーリング／回復の返り血（［回復］）：オーラ10；
範囲内の味方は、その味方のターンの開始時に重傷の敵に隣
接していたなら、5ヒット・ポイントを回復する。
hp：176；重傷値：88
AC22；頑健21、反応18、意志19
セーヴィング・スロー＋2
移動速度6、水泳8
アクション・ポイント：1
トライデント（標準；無限回）◆［武器］
間合い2；＋12対AC；2d4＋5ダメージ；ブラッド・ハンガー も
参照のこと。
トライデント（標準；無限回）◆［武器］
射程3 ／ 6；＋12対AC；2d4＋5ダメージ。
クロー／爪（標準；無限回）
間合い2；＋11対AC；1d6＋4ダメージおよび継続的ダメージ5（セ
ーヴ・終了）；<i>ブラッド・ハンガー </i>も参照のこと。
バロンズ・フューリィ／男爵の怒り（標準；無限回）◆［武器］
サフアグンの男爵は1回のトライデントによる攻撃と2回の爪に
よる攻撃を行なう。
グラスピング・ウェポン（フリー；トライデントによる攻撃が
ヒットした時；一日毎）
目標はつかまれ（脱出するまで）、男爵に隣接するマスまで引き
寄せられる。
ブラッド・ハンガー／血の渇望
サフアグンの男爵は重傷の敵に対する攻撃ロールに＋2のボー
ナスを得、ダメージ・ロールに＋5のボーナスを得る。
属性：混沌にして悪 言語：共通語、奈落語
技能：〈威圧〉＋11
【筋】22（＋9）【敏】18（＋7） 【判】12（＋4）
【耐】18（＋7）【知】12（＋4） 【魅】16（＋6）
装備：＋2グラスピング・トライデント（『冒険者の宝物庫』より）、
頭飾り
グラスピング・ウェポン
Grasping Weapon ／掌握の武器
レベル6
この順応性の高い武器は敵を打つだけでなく、敵をそこから動
かさずにおくのにも使用できる。
レベル6
＋2
1,800gp
武器：スピア類、長柄武器類
強化：攻撃ロールおよびダメージ・ロール
クリティカル：なし
特性：使用者に隣接する、何にも占められていないマス目に敵を1
マス引き寄せ、目標をつかむ（脱出するまで）。
パワー（［遭遇毎］）：フリー・アクション。この武器による攻撃が
ヒットした時にこのパワーを使用できる。使用者に隣接する、
何にも占められていないマス目に敵を引き寄せ、目標をつか
む（脱出するまで）。
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戦術
男爵の部下のサフアグンたちは、男爵のオーラの利益を得るた
めに常に男爵から 10 マス以内に留まり積極的に近接攻撃を試みる。
サフアグンたちは残り戦力が 2 体以下になった時点で財宝を置
き去りにして逃走を始める。この時、男爵は 2 体分の戦力、雑魚は 0.5
人の戦力として数える。また男爵が倒されても彼らは逃走を始める。
サフアグンが逃走し始めた場合、彼らは水中に潜って逃走する
ので追いかけることは困難である。水中に逃走できないようなら逆
上し死ぬまで戦うが、逃げられそうなら逃げることを優先する。
敵の戦力が 4 体以下になった時点で、敵が逃げ出しそうだと言
うこと、数が原因であることをほのめかすこと。それにより、漫然
とではなく明確な目的をもって戦闘が行なえるだろう。
ヴァンパイア・スポーンたちは前線に向かって突っ込み、サフ
アグンの歩哨はまずはトライデントを投げつけ、可能な限り 1 体
の敵に攻撃を集中する。投げつけた後は回収するまでトライデント
による攻撃は行なえない。
サフアグンの襲撃兵は男爵とともに敵を挟撃できるような位置
取りを心がけ、男爵に多大なダメージを与えた敵を優先的に狙う。
サフアグンの男爵はまず、間合い 2 の位置から敵の前衛に対し
てバロンズ・フューリィ を行なう。最初にトライデントの攻撃を行
ない、それがヒットしたならグラスピング・ウェポン のパワーを使
用して手元に引き寄せ、続けて 2 回のクロー攻撃を行なう。アクショ
ン・ポイントはつかんだ敵をすぐさま水中に引きずり込むアクショ
ンに使用する。
つかみに関しては『プレイヤーズ・ハンドブック』第９章「戦闘」
の戦闘中のアクションの項、「つかむ」を参照。グラスピング・ウェ

ポン の遭遇毎パワーを使えば攻撃がヒットした時に自動的につかむ
ことができるのに注意。
つかみの維持にはマイナー・アクションが必要で、つかんだ目
標を動かすには＋ 9 対 “ 頑健 ” の攻撃をヒットさせる必要がある。
ヒットしたなら移動速度の半分、すなわち地上なら 3、水中なら 4
マス目標と共に移動することができる。
つかみから脱出するには移動アクションで脱出を試みる必要が
ある。キャラクターは男爵に対し、
〈運動〉対 ” 頑健 ” あるいは〈軽業〉
対 “ 反応 ” の判定を行ない、成功したならつかみから逃れて 1 マス
シフトできる。失敗したならつかまれたままである。
水中に引きずり込まれた場合、
『ダンジョン・マスターズ・ガイド』
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＋2のボーナスを得る。サフアグンのように水中に住むクリ
ーチャーは、（水棲）キーワードを有している。

このエリアの情報
明るさ：海面から差し込む光と、遺跡から回収された魔法の品々
が放つ光によって、このエリア全体は “ 薄暗い ” 明るさになって
いる。下り階段を下りてきた場合、部屋に完全に入るまでは視
界が限られる（マップ参照）。
海：浅瀬のマスは移動困難な地形である。深い海のマスに入るに
は難易度 12〈運動〉判定で泳ぐ必要がある。
財宝：サフアグンの男爵は＋ 2 グラスピング・トライデントを持っ
ている。
発掘品の数々。うち、宝石や宝飾品は 500gp 相当の物があり、
残るがらくたも好事家に売ったり、レジディウムを抽出したら
200gp にはなる。
発掘品の中にはクリスタルの小物入れがあり、中には押し麦や
植物の種のかたちを象った宝石が入っている。
ナイチンゲール

小夜啼鳥にこの “ 餌 ” を与えると、初めて美しい声でさえずるよ
うになる。

この後
サフアグン達を撃退し、宝物を手に入れた君たちは悠々と船に
戻り、スコーグへの帰路につく。
ナイチンゲール

甲板の上で宝物を鑑定していると、鳥かごの中の小 夜啼鳥がな
にやら騒いでおり、それはどうも “ 餌 ” によるもののようである。
ひまわりの種のかたちをしたトパーズを一つ与えると、小夜啼
鳥はそれをついばんで飲み込む。そして、高らかに囀る。
その歌を聴いて君たちは驚いた。
それは知識の神オグマと工芸の神ガンドを讃える歌であり、そ
して、その中でもう一つの秘宝の場所が歌われていたのである！
独りでに帆を上げるばかりか、風がなくても進むというからく
り仕掛けの船。ただ聞いただけでは眉唾もののこの話も、今目の前
でガンドとランタンの技術の粋を見せつけられた君たちには充分本
当のことと思える。
この島に来た時のように、小夜啼鳥はパタパタと羽ばたいて進
むべき方角を示している。
次の冒険は決まったようだ。

第３章「遭遇戦闘」の追加ルールの項、
「水中戦闘」のルールに従う。

水中戦闘
水の中で戦う際には、以下の修正が適用される。
◆［火］のキーワードを持つパワーを使用する際、使用者は攻撃ロ
ールに－2のペナルティを受ける。
◆武器を使用しているキャラクターは攻撃ロールに－2のペナル
ティを受ける（スピア類およびクロスボウ類の武器グループ
に属する武器を使っているキャラクターは、水中でも攻撃ロ
ールにペナルティを受けない）。
◆クリーチャーの移動には水泳移動速度を用いる。水泳移動速度
を持たないクリーチャーは『プレイヤーズ・ハンドブック』に
あるように〈運動〉技能判定を行なって泳がなければならない。
ここでは難易度12。
◆（水棲）：水中環境に生まれたクリーチャーは（水棲）キーワード
を有している。水中戦闘において、（水棲）を持つクリーチャ
ーは、（水棲）を持たないクリーチャーに対する攻撃ロールに
DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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底流れ男爵閣下。
閣下のたくましき四本の腕に、 海神ウンバーリーの力は宿り給う。
御身の望む海上の珍味佳肴については八方手を尽くし申した。 美
食の都アスカトラにて、 それが得られたのは思わぬ幸運。
先日お持ちした “白き乳汁を産する、 角持つ四つ足の獣” の肉は
塩漬けであったが、 これを地上でのみ可能な製法にて芳しき香料と共
に作り上げたのが此度の逸品。
また、 添えてお持ちしたのは星の如く輝く玻璃のビーズに、 年経たゴ
ンベッサの鱗すら貫く金剛の三叉矛。 残念ながら血のいけにえは一
匹のみなれど、 これらの品々を持って、 我が主、 偉大なるビルワチの
閣下への友誼の信頼の証とされたし。
我が主は閣下が海底より引き上げ、 地上にもたらしたる古代ランタ
ンの秘宝をいたく喜び、 今後も月に一度大潮の日の取引を行なうよ
うそれがしに命じたり。
いかに損なわれていても、 ばね、 歯車、 てこ、 ぜんまいなどの仕掛
けの痕跡がある品物であれば貝貨万枚に及ぶ財宝にてそれをあがな
わせていただく。
今後も水魚の交わりを、 是非。
螺旋髑髏団、 小頭。 嵐を呼ぶニッケ
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シュア・ストライク
Sure Strike ／確かな打撃

ヒューマン・ファイター

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 AC
ヒット：1d12＋2（クリティカル：14＋1d12＋1d6［死霊］）ダメージ。

作成済みキャラクター レベル４
名前

性別

ヒット・ポイント：４８
重傷：２４

回復力値：１２

イニシアチブ＋３

1 日の回復力使用回数：１１
アクション・ポイント

防御値
ＡＣ

頑健

反応

意志

２０

２１

１５

１５

抵抗		
［力場］10

リーピング・ストライク
Reaping Strike ／刈り残さぬ打撃   ファイター／攻撃／ 1

君は強振のあいまあいまに素早い一突きを繰り出す。このたちの
悪い攻撃は敵の守りをかいくぐって浅手を負わせる。
［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 AC
ヒット：1d12＋7（クリティカル：19＋1d12＋1d6［死霊］）ダメージ。
ミス：5ダメージ。

セーヴィング・スロー修正
すべてのセーヴィング・スローに＋ 1

遭遇毎パワー
スチール・サーペント・ストライク
Steel Serpent Strike ／鋼蛇撃
ファイター／攻撃／ 1

攻撃

君は敵の向こう脛に手痛い一撃を喰らわせ、敵の足を止める。

近接基礎攻撃：＋ 12（LD・フルブレード＋ 1）
ダメージ：1d12 ＋ 9（クリティカル：21 ＋ 1d12 ＋ 1d6［死霊］）
機会攻撃：＋ 13（LD・フルブレード＋ 1）
ダメージ：1d12 ＋ 9（クリティカル：21 ＋ 1d12 ＋ 1d6［死霊］）
遠隔基礎攻撃：＋ 9（ハンドアックス）ダメージ：1d6 ＋ 5
遠隔基礎攻撃：＋ 6（ロングボウ）

ダメージ：1d10 ＋ 1

種族的特長（修正等反映済み）
身長：６ft 1in

  ファイター／攻撃／ 1

君は打撃力と引き換えに精密な攻撃を行なう。

体重：200 ポンド（91kg）

移動速度：５マス		

視覚：通常

言語：共通語、巨人語

属性：無属性

サイズ：中型

ヒューマンの種族ボーナス：追加の無限回パワー 1 つ、特技 1 つ、
修得済み技能 1 つ。頑健、反応、意志防御値に＋ 1（すでに適
用済み）。

［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 AC
ヒット：2d12＋7（クリティカル：31＋1d12＋1d6［死霊］）ダメージ。
使用者の次のターンの終了時まで、目標は減速状態になり、シフ
トを行なうこともできない。

ノー・オープニング
No Opening ／隙無し

ファイター／汎用／ 2

君は自分の武器あるいは盾を掲げ、自分の防御の隙を塞ぐ。

［遭遇毎］
✦［武勇］
即応・割込
使用者
トリガー：使用者に対して戦術的優位を有する1体の敵が使用者
を攻撃する
効果：その攻撃に適用されるはずだった戦術的優位を無効化する。

スウィーピング・ブロウ
Sweeping Blow ／大旋風

無限回パワー
クリーヴ
Cleave ／薙ぎ払い

いかに頑丈な相手だろうと、この瞬間だけは脚をかばわずにいら
れるものではない。

ファイター／攻撃／ 3

君は得物を大きく振り回し、破壊的な一撃を加える。

ファイター／攻撃／１

君は 1 体の敵に斬りつけ、さらにもう 1 体までなぎ払った。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 AC
ヒット：1d12＋7（クリティカル：19＋1d12＋1d6［死霊］）ダメー
ジ。使用者に隣接している別の敵1体は5ダメージを受ける。

［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接範囲・爆発1
目標：爆発の範囲内にいて使用者から見える敵すべて
攻撃：＋14 対 AC
ヒット：1d12＋7（クリティカル：19＋1d12＋1d6［死霊］）ダメージ。

一日毎パワー
ブルート・ストライク
Brute Strike ／剛打

ファイター／攻撃／ 1

ガツンと響く一撃によって、君は敵の鎧を砕き、敵の骨を粉砕す
る。
［一日毎］
✦［信頼性］、［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 AC
ヒット：3d12＋7（クリティカル：43＋1d12＋1d6［死霊］）ダメージ。
ミス：このパワーの使用回数は消費されない。
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クラスの特徴

特技

ファイターの標的：君は敵を攻撃するたびに、その攻撃がヒット

《怒涛のアクション》：アクション・ポイントを消費することで

しようとミスしようと関係なく、攻撃目標を標的として “ マー

得たアクションの間、君は自分の行なう攻撃ロールに＋ 3 のボー

ク す る ” こ と が で き る。 目 標 の “ マ ー ク さ れ た 状 態 ” は、 君

ナスを得る。

の次のターンの終了時まで持続する。君にマークされた目標
は、 君 を 目 標 に 含 ま な い 攻 撃 の 攻 撃 ロ ー ル に － 2 の ペ ナ ル
ティを負う。あるクリーチャーをマークできるのは常に 1 人
だけである。同じクリーチャーが別の相手から新たにマーク
されたなら、既存の “ マークされた状態 ” の効果は終了する。
さらに、君にマークされており、かつ君に隣接している敵が、
シフトするか、または君を目標に含まない攻撃を行なったなら、

《武器習熟：フルブレード》：フルブレード * に習熟する。
《ヒューマンの忍耐力》
：セーヴィング・スローに＋ 1 の特技ボー
ナスを得る（適用済）。
《武器熟練：重刀剣類》
：重刀剣類の武器ダメージに＋ 1 特技ボー
ナスを得る（適用済）。

装備品

君はその敵に対して即応・割込アクションとして 1 回の近接基

防具：リーインフォーシング・スケイル・アーマー＋ 1

礎攻撃を行なうことができる。

武器：ライフドリンカー・フルブレード＋ 1、ハンドアックス 3 本（射
程 5 ／ 10）、ロングボウ（射程 20 ／ 40）、アロー 30 本。

卓越の戦士：君は機会攻撃を行う際に、その機会攻撃が移動によっ
て誘発されたものであった場合、君の機会攻撃がヒットした敵
はそこで移動を終了する。その敵にまだアクションが残ってい
るなら、別のアクションで移動を行なうことはできる。
ファイターの武器の才：君は、両手持ちの武器を使用する際に攻
撃ロールに＋ 1 のボーナスを得る（適用済）。

標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
所持金：160gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□

マイルストーン□ / □ / □

ライフドリンカー・フルブレード＋ 1（武器スロット）*
能力値
【筋】20
【耐】15
【敏】13

判定修正値
＋7
＋4
＋3

技能（能力値） 習得済み
〈威圧〉【魅】
○
〈運動〉【筋】
○
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
○
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探検〉【判】
〈治療〉【判】
○
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

能力値
【知】10
【判】12
【魅】8

判定修正値
＋2
＋3
＋1

判定修正値
＋6
＋12
＋3
＋3
＋3
＋1
＋9
＋1
＋3
＋2
＋3
＋3
＋8
＋3
＋1
＋2
＋2

特性：この武器による近接攻撃で、敵 1 体のヒット・ポイント
を 0 以下にしたなら、使用者は一時的ヒット・ポイント 5 を得る。
リーインフォーシング・スケイル・アーマー＋ 1（鎧スロット）
特性：使用者が近接攻撃によってダメージを受けた際、使用者
は次の自分のターンの開始時まで、すべての防御値に＋ 1 のア
イテム・ボーナスを得る。
ブレイサー・オヴ・マイティ・ストライキング（英雄級）
（腕部スロット）
特性：近接基礎攻撃が命中した際、ダメージ・ロールに＋ 2 の
アイテム・ボーナス（既に適用済み）。
ブローチ・オヴ・シールディング＋ 1（首スロット）*
特性：［力場］への抵抗 10（適用済）。
パワー（［一日毎］）
：即応・割込。使用者に遠隔範囲、近接範囲、
あるいは遠隔攻撃がヒットした場合にこのパワーを使用する。
その攻撃に対してのみ、“ すべてのダメージに対する抵抗 10” を
得る。
*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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遭遇毎パワー

ドワーフ・クレリック

ヒーリング・ストライク
Healing Strike ／治癒の打撃

作成済みキャラクター レベル４
名前

性別

ヒット・ポイント：４２
重傷：２１

回復力値：１０

イニシアチブ＋２

1 日の回復力使用回数：９
アクション・ポイント

防御値
ＡＣ

頑健

反応

意志

２１

１７

１５

１９

抵抗		

セーヴィング・スロー修正

［光輝］５、
［火］５ ［毒］効果へのセーヴに＋ 5 の種族ボーナス

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 9（ウォーアックス）
ダメージ：1d12 ＋ 7（クリティカル 19 ＋ 1d6）
遠隔基礎攻撃：＋８（スローイング・ハンマー）
ダメージ：1d6 ＋ 6

種族的特長

身長：４ft ８in（142cm）

体重：200lb.（91kg） サイズ：中型

移動速度：５マス 視覚：夜目
言語：共通語、ドワーフ語

属性：善

ドワーフの回復力：君は “ 底力 ” をマイナー・アクションで使用できる。
踏ん張り：何らかの効果（押しやる、引き寄せる、横すべり）が君を強
制的に移動させようとしたとき、君が実際に移動させられるマスの数
は、その効果の定める数値よりも 1 マス少なくなる。したがって通常
なら君を 1 マス押しやる、引き寄せる、あるいは横すべりさせるよう
な効果は、君が望まない限り君を強制的に移動させることができない。
さらに何らかの攻撃によって君が伏せ状態になった際、君は即座に 1
回のセーヴィング・スローを行なうことができ、成功すれば伏せ状態
にならずにすむ。

無限回パワー
プリースツ・シールド
Priest's Shield ／聖職者の盾

クレリック／攻撃／ 1

君は短い護りの祈りを唱えつつ武器を振り下ろした。

［無限回］✦［信仰］、［武器］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋9 対 AC
ヒット：1d12＋7（クリティカル19＋1d6）ダメージ。使用者およ
び隣接する味方の1人は、使用者の次のターンの終了時まで
ACに＋1のパワー・ボーナスを得る。

ライチャス・ブランド
クレリック
Righteous Brand ／正義の刻印
クレリック／攻撃／１

君は敵を自分の武器で攻撃しつつ、己が神格の怒りを示す､かす
かな光を刻印した。印が生じた時に、君は1人の味方の名前を告げ、
刻印された敵に対するその味方の攻撃を信仰の力で後押しした。
［無限回］✦［信仰］、［武器］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋9 対 AC
ヒット：1d12＋7（クリティカル：19＋1d6）ダメージ。
使用者から5マス以内にいる味方1人は、使用者の次のターンの
終了時まで、目標に対する近接攻撃ロールに＋3パワー・ボーナ
スを得る。
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クレリック／攻撃／ 1

信仰の輝きが君の武器に宿る。君が敵を打ち据えると、君の神格
は癒しというかたちで君または君の味方にちょっとした祝福を
授けてくれた。

［遭遇毎］
✦［光輝］、［信仰］、［治癒］、［武器］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋９ 対 AC
ヒット：2d12＋7（クリティカル31＋1d6）[光輝]ダメージ。目標は
使用者の次のターンの終了時までマークされた状態になる。
さらに、使用者または使用者から5マス以内にいる味方1人は1回
ぶんの回復力を使用することができ、その回復量に＋4される。

スプリット・ザ・スカイ
Split the Sky ／天を裂く

クレリック／攻撃／３

君は武器で攻撃しつつ太古の怒りのことばを謳いあげた。
雷のごときパワーを帯びた君の近接攻撃は敵を吹き飛ばし、地に
転がした。
［遭遇毎］✦［信仰］、［武器］、［雷鳴］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋9 対 頑健
ヒット：1d12＋7（クリティカル19＋1d6）の［雷鳴］ダメージ。使
用者は目標を2マス押しやり、伏せ状態にする。

一日毎パワー
ビーコン・オヴ・ホープ
Beacon of Hope ／希望のともしび

クレリック／攻撃／ 1

ブレス
Bless ／祝福

クレリック／汎用／２

信仰のエネルギーが爆発し、敵を傷つけ、味方を癒す。
輝かしいエネルギーは君の聖印の周りに消え残り、この戦いが終
わるまで君の癒しの力を強めてくれる。
［一日毎］✦［信仰］、［装具］、［治癒］
近接範囲・爆発3
標準アクション
目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：＋7 対 意志
ヒット：目標は使用者の次のターンの終了時まで、弱体化状態と
なる。
効果：使用者および爆発の範囲内にいた使用者の味方は９ヒット・
ポイントを回復する。この遭遇の終了時まで、使用者の［治癒］
パワーが回復するヒット・ポイントの量は＋5される。

君は己が神格に、自身および仲間への祝福を与えるよう懇請した。
［一日毎］✦［信仰］
標準アクション
近接範囲・爆発20
目標：使用者および爆発の範囲内の味方すべて
効果：すべての目標はこの遭遇の終了時まで攻撃ロールに＋1の
パワー・ボーナスを得る。

クラスの特徴
チャネル・ディヴィニティ：君はこれらの特殊な信仰パワーのう
ちどれか 1 つを 1 回の遭遇につき 1 回使用することができる。
癒し手の知恵：
［治癒］のキーワードを持つクレリックの祈祷によっ
て治癒を行なう場合、回復する hp の量が＋４される。（適用済）
儀式：
《儀式取得者》の特技を得て、儀式を儀式書に修得している。
1 レベル：ジェントル・リポウズ 、メイク・ホウル
4 レベル：ハンド・オヴ・フェイト
ヒーリング・ワード：1 回の遭遇につき 2 回、マイナー・アクショ
ンとして、ヒーリング・ワードパワーを使用できる。
神格：信仰する神格は属性に従う範囲で自由に選択。
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ヒーリング・ワード
Healing Word ／治癒の言葉
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クレリック／クラス特徴

特技
《ドワーフ流武器訓練》
：君はすべてのアックス類およびハンマー類への

君が手短な祈りの言葉をつぶやくと、信仰の光が目標を包みこみ、
習熟を得る。また、
それらを用いてのダメージ・ロールに＋ 2 の特技ボー
傷を癒す助けとなった。
［遭遇毎］（特殊）✦［信仰］、［治癒］
ナスを得る（適用済）
。
特殊：このパワーは1遭遇につき2回使用できるが、1ラウンドに
《儀式取得者》
：儀式を執行できる。
は1回しか使用できない。
近接範囲・爆発5
マイナー・アクション
《盾習熟：ライト》
：ライト・シールドに習熟。
目標：使用者または爆発の範囲内にいる味方1人
《盾習熟：へヴィ》
：へヴィ・シールドに習熟。
効果：目標は1回ぶんの回復力を使用して通常よりも1d6＋4ポイ
ント多くヒット・ポイントを回復することができる。
装備品

チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・フォーチュン
Channel Divinity：Divine Fortune ／神性伝導：信仰の幸運
クレリック／クラス特徴

危機に瀕してなお、君の信仰は決して揺らぐことはなく、むしろ
信仰によって特別な祝福を授かった。
［遭遇毎］✦［信仰］
使用者
フリー・アクション
効果：使用者は次に行なう1回の攻撃ロールまたはセーヴィング・
スローに＋1のボーナスを得る。ただし、ボーナスを得られるの
は使用者の次のターンの終了時までに行なわれたロールに限ら
れる。

チャネル・ディヴィニティ：ターン・アンデッド
Channel Divinity:Turn Undead ／神性伝導 : アンデッド退散
クレリック／クラス特徴

君は敵なるアンデッドを焼き尽くし、押し戻し、その場に釘付け
にした。
［遭遇毎］✦［光輝］、［信仰］、［装具］
近接範囲・爆発2
標準アクション
目標：爆発の範囲内のアンデッドすべて
攻撃：＋7 対 意志
ヒット：1d10＋5の［光輝］ダメージ。使用者は目標を2マスだけ
押しやる。目標は使用者の次のターンの終了時まで動けない状
態となる。
ミス：半減ダメージ。目標は押しやられず、動けない状態にもな
らない。
能力値
【筋】18
【耐】15
【敏】10

判定修正値
＋6
＋4
＋2

技能（能力値） 習得済み
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
○
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
○
〈知覚〉【判】
〈地下探検〉【判】
〈治療〉【判】
○
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】
○

能力値
【知】10
【判】18
【魅】８

判定修正値
＋2
＋6
＋1

判定修正値
＋１
＋３
－１
－１
＋11
＋１
＋３
＋１
＋６
＋７
＋７
＋８
＋11
－１
＋１
＋２
＋７

防具：ペイロアルム・チェイン・メイル＋ 1、へヴィ・シールド。
武器：ヴェンジフル・ウォーアックス＋ 1、スローイング・ハンマー 2 つ。
君のスローイング・ハンマーの射程は 5 ／ 10 である。
聖印：マジック・ホーリィ・シンボル＋ 1
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：背負い袋、
携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）
、10 日分の保存食、
50 フィートの麻製ロープ、水袋。
儀式書：1 レベル：ジェントル・リポウズ 、メイク・ホウル ; 4 レベル：

ハンド・オヴ・フェイト
聖なる香 140gp 分：
〈宗教〉を対応技能とする儀式の構成要素
所持金：5gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□ マイルストーン□ / □ / □
マジック・ホーリー・シンボル＋ 1
ペイロアルム・チェインメイル＋ 1（鎧スロット）*
特性：
［光輝］と［火］に対する抵抗５（適用済）
オーナメント・オヴ・アラートネス＋ 1（首スロット）*
頑健、反応、意志に＋ 1 強化ボーナス。既に適用済み。
特性：
〈知覚〉判定への＋ 1 ボーナス（適用済）
パワー（一日毎）
：マイナー・アクション。その遭遇の終了時ま
で、使用者が戦術的優位を与えた場合でも、敵は通常の攻撃ロー
ルへの＋ 2 のボーナスを得られない。戦術的優位に関するそれ
以外の利益は得られる。
ヴェンジフル・ウォーアックス＋ 1*
パワー（遭遇毎）：フリー・アクション。使用者から 10 マス以
内の “ 重傷 ” の味方に対して攻撃がヒットした際にこのパワーを
使用できる。次の使用者のターンの終了時まで、その攻撃を行
なったものに対する攻撃ロールに＋ 2 のパワー・ボーナスを得、
さらにダメージ・ロールに 1d10 を加算する。
*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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エラドリン・レンジャー

名前

性別

ヒット・ポイント：４５
回復力値：１1

イニシアチブ＋５

イヴェイシヴ・ストライク
Evasive Strike ／捕らえがたき打撃

レンジャー／攻撃／ 1

君は攻撃を行ないながら、敵から危害を被ることなく戦場を駆け
回る。

作成済みキャラクター レベル４

重傷：２２

遭遇毎パワー

1 日の回復力使用回数：７
アクション・ポイント

防御値
ＡＣ

頑健

反応

意志

１９

１８

１７

１５

［魅了］効果へのセーヴに＋ 5 の種族ボーナス

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 10（ライトニング・ロングソード＋ 1）
ダメージ：1d8 ＋ 8（クリティカル：16 ＋ 1d6［電撃］）
遠隔基礎攻撃：＋ 7（ロングボウ）

ダメージ：1d10 ＋ 3

種族的特長
身長：５ft.7in（170cm）

体重：138lb.（62kg）サイズ：中型

移動速度：６マス		

視覚：夜目

言語：共通語、エルフ語

属性：善

フェイ起源：クリーチャーの起源に関わる効果ではフェイである
と見なされる。
フェイ・ステップ：遭遇毎のパワーとしてフェイ・ステップを使
用できる。

エラドリン／種族パワー

ただの一歩で、君はその場から消え失せ、別の場所に現れる。
［遭遇毎］✦［瞬間移動］
移動アクション
使用者
効果：6マスまでの瞬間移動を行なう。

無限回パワー
ケアフル・アタック
Careful Attack ／慎重なる攻撃

アンバランシング・パリイ
Unbalancing Parry ／平衡崩す受け流し
レンジャー／汎用／ 2

君は敵の攻撃を巧妙に防ぎ、その勢いを逸らして敵の体勢を崩し、
1 歩脇によろめかせる。

セーヴィング・スロー修正

フェイ・ステップ
Fey Step ／フェイの一跳び

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接または遠隔・武器
目標：クリーチャー 1体
特殊：使用者は攻撃を行なう前または後に2マスのシフトを行う。
攻撃：＋10 対 AC。
ヒット：2d8＋8（クリティカル24＋1d6［電撃］）ダメージ。

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
即応・対応
近接・１
トリガー：1体の敵が使用者に対する1回の近接攻撃をミスする
効果：その敵を使用者に隣接するマスに横すべりさせる。
使用者は次の自分のターンの終了時まで、その敵に対して戦術
的優位を得る。

シャドウ・ワスプ・ストライク
Shadow Wasp Strike ／大影蜂の一刺し
レンジャー／攻撃／ 3

君は闇より飛び来たるシャドウ・ワスプのごとく、敵のもっとも
弱い場所にすばやい一撃をお見舞いする。
［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
近接または遠隔・武器
標準アクション
目標：使用者が獲物に指定しているクリーチャー 1体
攻撃：＋10 対 反応
ヒット：2d8 ＋ 8（クリティカル 24 ＋ 1d6［電撃］）
ダメージ。

一日毎パワー
ジョーズ・オヴ・ザ・ウルフ
Jaws of the Wolf ／咬狼撃

レンジャー／攻撃／ 1

君は両腕の得物で敵の逃げ道を塞ぎ、さらけ出させた急所を狙う。
［一日毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
必要条件：使用者は2つの近接武器を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋10 対 AC（ライトニング・ロングソード＋1）
および＋10 対 AC（パリイング・ロングソード＋1）
ヒット：2d8＋8（クリティカル：24＋1d6［電撃］）および2d8＋7（ク
リティカル：23＋1d6）。
ミス：攻撃1回ごとに半減ダメージ。

クラスの特徴
レンジャー／攻撃／ 1

狩人の獲物

君は敵を観察して防御の穴を見つけ出す。君が攻撃を行なうのは、
1 ターンに１度、1 回のマイナー・アクションとして、自分に見
穴を発見できたときだけだ。
える中でもっとも近い敵 1 体を自分の獲物に指定できる。
［無限回］✦［武器］、［武勇］
近接または遠隔・武器
標準アクション
1 ラウンドに 1 回、君の攻撃が自分の獲物にヒットしたなら、君
目標：クリーチャー 1体
はその攻撃に追加ダメージ＋ 1d6 を加えることができる。君が 1
攻撃：＋12 対 AC（近接）
ラウンドに複数回の攻撃を行なえる場合、すべての攻撃ロールを行
ヒット：1d8＋8（クリティカル16＋1d6［電撃］）。

ツイン・ストライク
Twin Strike ／二重攻撃

レンジャー／攻撃／ 1

最初の攻撃で殺せなくとも、2 回目がある。

［無限回］✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接または遠隔・武器
目標：クリーチャー 1体または2体
攻撃：＋10 対 AC（ライトニング・ロングソード＋1）および＋10
対 AC（パリイング・ロングソード＋1）
ヒット：1d8＋4（クリティカル12＋1d6
［電撃］）および 1d8＋3（ク
リティカル12＋1d6）。
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なった後でどの攻撃に追加ダメージを適用するか決定すること。あ
るターンの開始時以降に一度 “ 狩人の獲物 ” による追加ダメージを
与えたなら、次の自分のターンの開始時までは再度追加ダメージを
与えることはできない。
“ 狩人の獲物 ” の効果は、その遭遇が終了するか、獲物が倒され
るか、君が新たな獲物を自分の獲物に指定するまで持続する。同時
に 2 体以上の敵を獲物に指定することはできない。
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によって与えられるすべてのダメージは［電撃］ダメージとなる。

最接近射撃
君の攻撃の目標に対して、君よりその目標の近くにいる君の味

ダメージを元に戻すのは、別のフリー・アクション。

方が存在しないなら、その目標に対する遠隔攻撃ロールに＋ 1 の

パワー（［一日毎］◆［電撃］）
：フリー・アクション。このパワー

ボーナスを得る。

は使用者がこの武器による攻撃をヒットさせた時に使用できる。
目標と目標から 2 マス以内にいるすべての敵は 1d6 の［電撃］

二刀流戦闘スタイル：主武器を使っていないほうの手で、すべて
の片手武器を副武器であるかのように使用することができる。
ボーナス特技として《追加 hp》を得る（適用済み）。

ダメージを受ける。
パリイング・ロングソード＋ 1（武器スロット）
パワー（［一日毎］）：即応・対応。敵が使用者に対して近接攻撃
を行なった際にこのパワーを使用できる。その敵に対して 1 回

能力値
【筋】18
【耐】13
【敏】16

判定修正値
＋6
＋3
＋5

技能（能力値）
習得済み
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
○
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
○
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
○
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
○
〈地下探検〉【判】
〈治療〉【判】
○
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】
○

能力値
【知】10
【判】13
【魅】10

判定修正値
＋2
＋3
＋2

判定修正値
＋２
＋11
＋５
＋10
＋３
＋２
＋３
＋２
＋８
＋２
＋８
＋３
＋８
＋５
＋２
＋４
＋９

の近接基礎攻撃を行なう。この時の攻撃ロールには、この武器
の強化ボーナスに等しい値をパワー・ボーナスとして得る。使
用者の攻撃ロールの結果が敵の攻撃ロールを上回れば、敵の攻
撃はミスする。この近接基礎攻撃は敵の攻撃を弾いたのであり、
それ以外に効果はなく、ダメージを与えることもない。
エラドリン・チェインメイル＋ 1（鎧スロット）
特性：使用者自身が行なう（すべての）瞬間移動の最大移動距
離に 1 マスを加える。この鎧は移動速度および技能判定にいか
なるペナルティも及ぼさない（フェイ・ステップに適用済み）。
カラー・オヴ・リカヴァリィ＋ 1（首スロット）*
頑健、反応、意志に＋ 1 強化ボーナス。既に適用済み。
特性：ヒット・ポイント回復のために回復力を消費する際、追
加で 1 ヒット・ポイントを回復する（回復力値に適用済み）。
*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。

特技
《エラドリンの精兵》：すべてのスピア類への習熟を得る。また、
ロングソードとすべてのスピア類を用いてのダメージ・ロール
に＋ 2 の特技ボーナスを得る（適用済み）。
《追加 hp》：君は追加ヒット・ポイント 5 を得る（適用済み）。
《二刀流》：近接武器を両手に 1 つずつ持っている間、君は主武器
のダメージ・ロールに＋ 1 のボーナスを得る（適用済み）。
《鎧習熟：チェインメイル》：君はチェインメイルに習熟する。

装備品
防具：エラドリン・チェインメイル＋ 1
武器：ライトニング・ロングソード＋ 1、パリイング・ロングソー
ド＋ 1、ロングボウ、アロー 30 本。君のロングボウの射程は
20 ／ 40 である。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
所持金：160gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□

マイルストーン□ / □ / □

ライトニング・ロングソード＋ 1（武器スロット）
パワー（［無限回］◆［電撃］）：フリー・アクション。この武器

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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リポスト・ストライク
Riposte Strike ／反撃の打撃

エルフ・ローグ
作成済みキャラクター レベル４
名前

性別

ヒット・ポイント：３８
重傷：１９

回復力値：９

1 日の回復力使用回数：６

イニシアチブ＋７

アクション・ポイント

防御値
ＡＣ

頑健

反応

意志

２０

１６

２０

１４

ローグ／攻撃／ 1

遭遇毎パワー

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 9（LB・レイピア＋ 1）
ダメージ：1d8 ＋ 4（クリティカル：12 ＋ 1d8）
遠隔基礎攻撃：＋ 11（ダガー）



計算しつくされた一撃により、あえて君を攻撃する敵は君の反撃
を受ける羽目になる。
［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
必要条件：使用者は1つの軽刀剣類を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11 対 AC
ヒット：1d8＋6（クリティカル：14＋1d8）ダメージ（LBレイピア
＋1）。目標が使用者の次のターンの開始時までに使用者に攻撃
を行なったなら、使用者は1回の即応・割込として目標に対して
反撃を行なえる：＋9対ACで攻撃し、1d8＋4（クリティカル：
12＋1d8）ダメージ。

ダメージ：1d4 ＋ 5

種族的特長（修正等反映済み）
身長：５ft. ６in（167cm）

体重：138lb.（62kg）サイズ：中型

移動速度：７マス		

視覚：夜目

言語：共通語、エルフ語

属性：善

フェイ起源：クリーチャーの起源に関わる効果ではフェイである

トーチャラス・ストライク
Torturous Strike ／拷問打撃

ローグ／攻撃／ 1

タンブル
Tumble ／曲芸移動

ローグ／汎用／ 2

トプル・オーヴァー
ToppleOver ／突き倒し

ローグ／攻撃／ 3

敵の体に突き刺さった刃をぐいと捻れば、敵に苦痛の悲鳴を上げ
させることができる。
［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
必要条件：使用者は1つの軽刀剣類を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11 対 AC
ヒット：2d8＋9（クリティカル：25＋1d8）ダメージ。

君はとんぼをきって危地を脱出し、移動の隙に乗じた敵の攻撃も
皆避けてみせる
［遭遇毎］
✦［武勇］
移動アクション
使用者
効果：使用者は3マスのシフトを行なえる。

と見なされる。
集団警戒：5 マス以内にいる、エルフ以外の味方すべての〈知覚〉
判定に＋ 1 の種族ボーナス。
荒れ地渡り：シフトを行なう際に移動困難な地形を無視できる。
エルヴン・アキュラシィ：君は遭遇毎パワーとしてエルヴン・アキュ
ラシィを使用できる。

エルヴン・アキュラシィ
Elven Accuracy ／エルフの正確さ

エルフ／種族パワー

君は瞬時に意識を集中し、注意深く敵に狙いを定めて、伝説にう
たわれた正確無比なエルフ流の攻撃を放つ。
［遭遇毎］
使用者
フリー・アクション
効果：1回の攻撃ロールを再ロールする。この再ロールには＋2の
ボーナスがつく。2回目の出目の方が悪い結果だったとしても、
2回目の結果を適用すること。

無限回パワー
ピアシング・ストライク
Piercing Strike ／貫通撃



ローグ／攻撃／ 1

針のような剣先が敵の鎧をすり抜け、肉に食い込む。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
必要条件：使用者は1つの軽刀剣類を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11 対 反応
ヒット：1d8＋6（クリティカル：14＋1d8）ダメージ（LBレイピア
＋1）
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君は平衡感覚と慣性を生かした巧妙な一突きを繰り出し、敵を地
に這わせる。
［遭遇毎］
✦［武勇］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 AC
必要条件：使用者は1つの軽刀剣類を使用していなければならない。
ヒット：1d8＋6（クリティカル：14＋1d8）ダメージ（LBレイピア
＋1）。目標は伏せ状態になる。

一日毎パワー
イージー・ターゲット
Easy Target ／容易い的

ローグ／攻撃／ 1

君の一撃は敵をよろめかせ、次の攻撃の準備が整う。

［一日毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接または遠隔・武器
必要条件：使用者は軽刀剣類、クロスボウ類、もしくはスリング類
を1つ使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11 対 AC
ヒット：2d8＋6（クリティカル：22＋1d8）ダメージ。目標は減速
状態となり、使用者に戦術的優位を与える。
（セーヴ・両方とも終了）。
ミス：半減ダメージ。目標は使用者の次のターンの終了時まで使
用者に戦術的優位を与える。
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クラスの特徴

魔法のアイテム

腕っぷし無頼：君は急所攻撃のダメージに君の【筋力】修正値
に等しいボーナスを得る（適用済み）。
先制攻撃：君は各遭遇の開始時点で、その遭遇においてまだ 1
度もアクションをとっていないクリーチャーすべてに対して戦術的

アイテムの一日毎パワー使用回数：□ マイルストーン□ / □ / □
ラックブレード・レイピア＋ 1（武器スロット）
パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。行なったばかりの 1
回の攻撃ロールを再ロールできる。もし出目がより悪くとも、2
回目の値を使用しなければならない。

優位を得る。
ローグの武器の才：君はダガーを使用する際、攻撃ロールに＋ 1
のボーナスを得る（適用済み）。
急所攻撃：1 ラウンドに 1 回、1 体の敵に対して戦術的優位を有

ダークリーフ・レザー・アーマー＋ 1（鎧スロット）
特性：遭遇のたび、使用者に対して行なわれる最初の攻撃に対
する AC に＋ 2 のアイテム・ボーナスを得る。

しており、軽刀剣類、クロスボウ類、スリング類のいずれかの分類

ケープ・オヴ・マウンティバンク＋ 1（首スロット）

に属する武器を使用している場合、君はその敵に対する攻撃がヒッ

頑健、反応、意志に＋ 1 強化ボーナス。適用済み。

トしたなら追加で＋ 2d8 ＋ 3 のダメージを与えることができる。

パワー（［一日毎］◆［瞬間移動］）：即応・対応。使用者に対す

能力値
【筋】16
【耐】11
【敏】20

判定修正値
＋5
＋2
＋7

技能（能力値）
習得済み
〈威圧〉【魅】
○
〈運動〉【筋】
○
〈隠密〉【敏】
○
〈軽業〉【敏】
○
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
○
〈地下探検〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
○
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

能力値
【知】10
【判】12
【魅】10

判定修正値
＋2
＋3
＋2

判定修正値
＋７
＋10
＋12
＋13
＋３
＋２
＋２
＋２
＋５
＋２
＋10
＋３
＋３
＋12
＋２
＋２
＋２

る攻撃がヒットした場合にこのパワーを使用できる。使用者は 5
マス瞬間移動し、次の自分のターンの終了時まで攻撃者に対し
て戦術的優位を得る。
アクロバット・ブーツ（脚部スロット）
特性：〈軽業〉判定に＋ 1 アイテム・ボーナス（適用済）
パワー（［無限回］）：マイナー・アクション。伏せ状態から立ち
上がる。

*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。

特技
《エルフの正確さ》
：エルヴン・アキュラシィのパワーを使用する際、
君は新たな攻撃ロールに＋ 2 のボーナスを得る。（適用済）
《背後からの一刺し》：君の “ 急所攻撃 ” のクラス特徴による追加
ダメージ・ダイスの種類は d6 から d8 に増加する（適用済み）
《武器習熟：レイピア》：レイピアに習熟する。

装備品
防具：ダークリーフ・レザー・アーマー＋ 1。
武器：ラックブレード・レイピア＋ 1、ダガー 2 本（射程 5 ／
10）。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
盗賊道具：〈盗賊〉技能を適切に使うためには、適切なピック類や
かなてこ、合い鍵やクランプ金具などが必要である。盗賊道具
は錠前をこじ開けたり、罠を無力化したりするのに＋ 2 のボー
ナスを与える。このボーナスは上記の修正値には適用されてい
ない。
所持金：160gp
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ハーフリング・ウォーロック
作成済みキャラクター レベル４
名前

性別

君は敵めがけて、パチパチと音を立てる漆黒の怪しげなエネル
ギーからなる光線を放つ。
［無限回］
✦［装具］、［秘術］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋8  対 反応
ヒット：1d10＋8（クリティカル：18＋1d10）ダメージ。

遭遇毎パワー

ヒット・ポイント：３９
重傷：１９

エルドリッチ・ブラスト
Eldritch Blast ／怪光線  ウォーロック（全）／攻撃／ 1

回復力値：９

1 日の回復力使用回数：７

イニシアチブ＋７

アクション・ポイント

ＡＣ

頑健

反応

意志

１４

１７

１９

ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 1

君はフェイワイルドの神秘のエネルギーを用いてまぶしい白い
光を創り出し、それを敵の心身にぶつける。敵の目と口と手は銀
色の炎で覆われ、痛みによって思考も妨げられる。

防御値
１８

ウィッチファイアー
Witchfire ／妖女の炎

抵抗：［死霊］５、［毒］５
セーヴィング・スロー修正
［恐怖］効果へのセーヴに＋ 5 の種族ボーナス

［遭遇毎］
✦［装具］、［火］、［秘術］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋8  対 反応
ヒット：2d6＋6（クリティカル：18＋1d10）の［火］ダメージ。目
標は使用者の次のターンの終了時まで攻撃ロールに－5のペナ
ルティを被る。

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 4（ダガー）

ダメージ：1d4 － 1

ビガイリング・タン

遠隔基礎攻撃：＋ 8（エルドリッチ・ブラスト）
ダメージ：1d10 ＋ 8（クリティカル：18 ＋ 1d10）

種族的特長（修正等反映済み）
身長：４ft.（122cm）

体重：85lb.（39kg） サイズ：小型

移動速度：６マス 視覚：通常
言語：共通語、ゴブリン語 属性：善
機敏な対応：君は機会攻撃に対する AC に＋ 2 の種族ボーナスを
得る。
セカンド・チャンス：君は遭遇毎パワーとしてセカンド・チャン
スを使用できる

セカンド・チャンス

Second Chance ／二度目の正直
ハーフリング／種族パワー
君は運と体の小ささを味方につけ、敵の攻撃をひらりとかわす。

［遭遇毎］
即応・割込
使用者
効果：使用者に対して1回の攻撃がヒットした際、敵にその攻撃
ロールを再ロールさせる。この再ロールには－2のペナルティ
がつく。

無限回パワー
アイバイト
Eyebite ／魔眼

ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 1

君が敵を睨みつけると、君の眼は一瞬だけまばゆく輝く。敵は君
の精神的な攻撃に身をよじり、君は敵の視界から消えうせる。
［無限回］
✦［精神］、［装具］、［秘術］、［魅了］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋8 対 意志
ヒット：1d6＋6（クリティカル：12＋1d10）の［精神］ダメージ。
使用者の次のターンの開始時まで、使用者は目標に対して不可
視状態となる。
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Beguiling Tongue ／あざむきの舌
ウォーロック（フェイ）／汎用／ 2

いっときの間、君は己の庇護者たるフェイに似た気品と口のうま
さを備える。君の声は大いに力強くなり、かつ巧みになる。
［遭遇毎］
✦［秘術］
マイナー・アクション
使用者
効果：この遭遇において使用者が次に行なう1回の〈はったり〉、
〈交渉〉、または〈威圧〉判定に＋5のパワー・ボーナスを得る。

エルドリッチ・レイン

Eldritch Rain ／怪光線の雨
ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 3

君は敵たちめがけて紫色の怪光線を放つ。

［遭遇毎］
✦［装具］、［秘術］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー 1体、または互いの距離が5マス以内であるク
リーチャー 2体
攻撃：＋8  対 反応、目標1体につき攻撃1回
ヒット：それぞれ1d10＋9（クリティカル：19＋1d10）ダメージ。

一日毎パワー
カース・オヴ・ザ・ダーク・ドリーム
Curse of the Dark Dream ／暗夢呪法
ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 1

君は敵に白昼の悪夢を送り込む。敵は現実と自分の精神の内にの
み存在するものとの区別がつかなくなり、ふらふらとよろめく。
妄想の中で崖っぷちから落ちそうになっているのか、はてまた幻
の大蛇から逃げようとしているのか。
［一日毎］
✦［精神］、［装具］、［秘術］、［魅了］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋8 対 意志
ヒット：3d8＋6（クリティカル：30＋1d10）の［精神］ダメージ。
使用者は目標を3マス横すべりさせる。
維持・マイナー：攻撃の成否に関わらず、使用者は目標を1マス横
すべりさせる（セーヴ・終了）。
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クラスの特徴

特技

ウォーロックの呪い

《イニシアチブ強化》：君はイニシアチブ判定に＋ 4 のボーナスを

1 ターンに 1 度、1 回のマイナー・アクションとして、君は自分
から見えて君からもっとも近い敵 1 体に “ ウォーロックの呪い ” を
かけることができる。呪いをかけた敵に君の攻撃がヒットしたなら、
君は 1d8 の追加ダメージを与えることができる。君はダメージ・
ロールを行なった後で追加ダメージを適用するかどうかを決めるこ
とができる。あるターンの開始時以降に一度 “ ウォーロックの呪い ”
による追加ダメージを与えたなら、次の自分のターンの開始時まで
は再度追加ダメージを与えることはできない。
“ ウォーロックの呪い ” の効果は、その遭遇が終了するか、呪わ
れた敵のヒット・ポイントが 0 以下になるまで持続する。
君は 1 つの遭遇内で複数の目標にウォーロックの呪いをかける
ことができる；1 体の目標に呪いをかけるごとに、1 回のマイナー・
アクションが必要である。すでに他のキャラクターもしくは自分自
身の “ ウォーロックの呪い ” の作用を受けているクリーチャーに呪
いをかけることはできない。
契約の恩恵、霧歩き：君の “ ウォーロックの呪い ” を受けている
1 体の敵のヒット・ポイントが 0 以下になった時、君はフリー・ア
クションとして即座に 5 マスの瞬間移動を行うことができる。
最接近射撃
君の攻撃の目標に対して、君よりその目標の近くにいる君の味
方が存在しないなら、その目標に対する攻撃ロールに＋ 1 のボー
ナスを得る。
影歩き
君のターンにおいて、君がターンの開始時にいた場所から少な
くとも 3 マスは離れた位置に移動したなら、君の次のターンの終
了時まで視認困難を得る。
能力値
【筋】8
【耐】12
【敏】13

判定修正値
＋1
＋3
＋3

技能（能力値） 習得済み
〈威圧〉【魅】
○
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探検〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
○
〈はったり〉【魅】
○
〈魔法学〉【知】
○
〈歴史〉【知】

能力値
【知】16
【判】10
【魅】20

判定修正値
＋５
＋２
＋７

判定修正値
＋12
＋1
＋3
＋5
＋2
＋7
＋3
＋7
＋2
＋5
＋2
＋2
＋2
＋10
＋12
＋10
＋5

得る（すでに適応済み）。
《ハーフリングの身のこなし》：ハーフリングのセカンド・チャン

ス 能力を使用すると、攻撃者は新たに行なう攻撃ロールに－ 2
のペナルティを受ける。（適用済）
《霧歩き強化》：“ 霧歩き ” によって行なえる瞬間移動の距離は 2 マ
ス分増える（適用ずみ）。

装備品
防具：デスカット・レザー・アーマー＋ 1。
武器：ダガー。投擲武器としてのダガーの射程は 5 ／ 10 である。
装具：ヴィシャス・ロッド＋ 1
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
盗賊道具：〈盗賊〉技能を適切に使うためには、適切なピック類や
かなてこ、合い鍵やクランプ金具などが必要である。盗賊道具
は錠前をこじ開けたり、罠を無力化したりするのに＋ 2 のボー
ナスを与える。このボーナスは上記の修正値には適用されてい
ない。
所持金：120gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□
ヴィシャス・ロッド＋ 1（装具）

マイルストーン□ / □ / □

特性：使用者がこのロッドを用いて “ ウォーロックの呪い ” に
よるダメージを与えるたびに、d6 でなく d8 をロールする（適
用済）。
デスカット・レザー・アーマー＋ 1（鎧スロット）
特性：［毒］、［死霊］に対する抵抗 5。
パワー（［一日毎］◆［死霊］）：即応・対応。敵が使用者に対し
て近接攻撃をヒットさせた時にこのパワーを使用することがで
きる。その敵に対して 1d10 ＋ 5 の［死霊］ダメージを与える。
ブレイサーズ・オヴ・ザ・パーフェクト・ショット（腕部スロット）
特性：使用者が遠隔基礎攻撃を命中させた際、そのダメージ・ロー
ルに＋ 2 のアイテム・ボーナスを得る。既に適用済み。
クローク・オヴ・レジスタンス＋ 1（首スロット）
頑健、反応、意志に＋ 1 強化ボーナス。既に適用済み。
パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。次の使用者のター
ン開始時まで、すべてのダメージに対する抵抗 5 を得る。
*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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ドラゴンボーン・ウォーロード
作成済みキャラクター レベル４
名前

性別

ヒット・ポイント：４０
重傷：２０

回復力値：１１

1 日の回復力使用回数：８

イニシアチブ＋２（戦闘指揮官を参照）
アクション・ポイント

Furious Smash ／猛打
ウォーロード／攻撃／ 1
君は 1 体の敵を自分の盾で打ちのめし、武器の柄で殴り、あるいは
みぞおちに肩をめりこませる。君の攻撃は、敵をひどく傷つけは
しないものの、君の獰猛なる闘争心は確かに仲間に伝わる。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋10 対 頑健
ヒット：5ダメージ。使用者または目標に隣接する味方を1人選ぶ。
その味方は、目標に対する次の1回の攻撃において、攻撃ロール
とダメージ・ロールに＋4のパワー・ボーナスを得る。
その味方が次の自分のターンの終了時までに目標を攻撃しな
かった場合、このボーナスは失われる。

遭遇毎パワー

防御値
ＡＣ

頑健

反応

意志

２０

１９

１３

１８

セーヴィング・スローへの修正
死に対するセーヴィング・スローに＋ 2 ボーナス

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 10（リプローチフル・ハルバード＋ 1）
ダメージ：1d10 ＋ 6（クリティカル：16 ＋ 1d6）
遠隔基礎攻撃：＋ 9（ジャヴェリン） ダメージ：1d6 ＋ 5

種族的特長（修正等反映済み）
身長：６ft. ４in（193cm）

体重：260lb.（118kg）サイズ：中型

移動速度：５マス		

視覚：通常

言語：共通語、竜語

属性：無属性

技能ボーナス：〈歴史〉＋ 2、〈威圧〉＋ 2（すでに適用済み）
ドラゴンボーンの怒り：君が重傷である間、攻撃ロールに＋ 1 の
種族ボーナスを得る。
ドラゴンの末裔：君の回復値は（最大ヒット・ポイントの 1/4 ＋
君の【耐久力】修正値）である（すでに適用済み）。
ドラゴン・ブレス：君はドラゴン・ブレス を遭遇毎のパワーとし
て使用できる。

ドラゴン・ブレス

Dragon Breath ／竜の吐息
ドラゴンボーン／種族パワー
君が雄叫びと共に口を大きく開くと、竜の血脈による恐るべき力
が口からふき出して敵たちを飲み込む。

［遭遇毎］
✦［電撃］
マイナー・アクション 近接範囲・噴射3または5
目標：噴射の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋９ 対 反応
ヒット：1d6＋1［電撃］の選んだ種別のダメージ。

無限回パワー

ウルフ・パック・タクティクス

Wolf Pack Tactics ／群狼戦術
ウォーロード／攻撃／ 1
一歩、また一歩、君と仲間たちの包囲の輪は狭まる。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
特殊：使用者が攻撃を行なう前に、味方1人にフリー・アクション
として1マスのシフトを行なわせることができる。
その味方は使用者か目標のいずれかに隣接していなければなら
ない。
攻撃：＋10 対 AC
ヒット：1d10＋6（クリティカル：16＋1d6）ダメージ。
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フューリアス・スマッシュ

ハンマー・アンド・アンヴィル

Hammer and Anvil ／鎚と金床
ウォーロード／攻撃／ 1
君の攻撃によってけたたましい打撃音が鳴り響き、近くの仲間に
も攻撃を行うようせきたてる。
［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋10 対 反応
ヒット：1d10＋6（クリティカル：16＋1d6）ダメージ。目標に隣
接する味方1人はフリー・アクションとして目標に1回の近接基
礎攻撃を行なう。味方のその攻撃のダメージに＋4を加える。

エイド・ジ・インジャード

Aid the Injured ／負傷者救援
ウォーロード／汎用／ 2
君はただ存在するだけで勇気と安心感とを与える。

［遭遇毎］
✦［治癒］、［武勇］
標準アクション 近接・接触
目標：使用者または隣接する味方1人
効果：目標は1回ぶんの回復力を消費できる。

ウォーローズ・ストライク

Warlord's Strike ／ウォーロードの打撃 ウォーロード／攻撃／ 3
君の見る者をうならせる一撃は、敵の弱点をさらけ出し、仲間に
止めをさすよう誘いかける。

［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋10 対 AC
ヒット：2d10＋6（クリティカル：26＋1d6）ダメージ。使用者の
次のターンの終了時まで、使用者の味方は皆、目標に対するダ
メージ・ロールに＋5のボーナスを得る。

一日毎パワー
ピン・ザ・フォー

Pin the Foe ／敵の釘付け
ウォーロード／攻撃／ 1
敵がどちらを向いても、君の仲間が待ち構えている。

［一日毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋10 対 AC
ヒット：3d10＋6（クリティカル：36＋1d6）ダメージ。
効果：この遭遇の終了時まで、目標に使用者の味方が2人以上（ま
たは使用者および味方1人が）隣接している限り、目標はシフト
を行なうことができない。
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クラス特徴

装備品

インスパイアリング・ワード：1 遭遇につき 2 回、マイナー・アクショ
ンとしてインスパイアリング・ワードのパワーを使用できる。
鼓舞の威風：君から見える味方 1 人が追加のアクションを得るた
めにアクション・ポイントを使用した際、その味方はヒット・
ポイントを 6 ポイント回復する。
声を聞くことができるすべての味方は、イニシアチブ判定に＋ 2
のパワー・ボーナスを得る。（未適用）

Inspiring Word ／鼓舞の言葉
ウォーロード／クラス特徴
君は傷ついた味方に声をかけ、勇気と決意を鼓舞する言葉によっ
て傷を癒す手伝いをする。

［遭遇毎］
✦［治癒］、［武勇］
特殊：このパワーは1回の遭遇につき2回使用できるが、1ラウン
ドには1回しか使用できない。
マイナー・アクション 近接範囲・爆発5
目標：使用者または爆発の範囲内にいる味方1人
効果：目標は1回ぶんの回復力を消費して通常よりも1d6ポイント
多くヒット・ポイントを回復することができる。

技能（能力値）
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探険〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

能力値
【知】10
【判】8
【魅】18
習得済み
○
○

○

○

君のジャヴェリンの射程は 10 ／ 20 である。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
所持金：160gp

魔法のアイテム

インスパイアリング・ワード

判定修正値
＋7
＋3
＋2

武器：リプローチフル・ハルバード＋ 1、ジャヴェリン× 3 本。

背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、

戦闘指揮官：君自身および君から 10 マス以内にいて君の姿を見、

能力値
【筋】20
【耐】13
【敏】10

防具：ヴァーヴ・スケイル・アーマー＋ 1

判定修正値
＋2
＋1
＋6
判定修正値
＋13
＋13
＋2
＋2
＋1
＋6
＋3
＋6
＋1
＋2
＋1
＋1
＋7
＋2
＋6
＋2
＋9

アイテムの一日毎パワー使用回数：□ マイルストーン□/□/□
リプローチフル・ハルバード＋ 1（武器スロット）*
クリティカル＋ 1d6
パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。目標 1 体にこの武器
を用いた攻撃をヒットさせた時にこのパワーを使用できる。目
標は攻撃ロールに－ 2 のペナルティを負う（セーヴ・終了）
ヴァーヴ・スケイル・アーマー＋ 1（鎧スロット）*
特性：死亡セーヴに＋ 2 のボーナス
パワー（［一日毎］）：アクション不要：セーヴィング・スローに
失敗したときにこのパワーを使用する。そのセーヴィング・ス
ローの結果は 20 となる。
ガントレッツ・オヴ・オーガ・パワー：（両手スロット）
特性：
〈運動〉の判定（適用済み）、および【筋力】の能力値判定（た
だし、
【筋力】による攻撃は除く）に対して＋ 1 のアイテム・ボー
ナスを得る。
パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。使用者が敵に対して
近接攻撃をヒットさせた時に使用する。そのダメージ・ロール
に＋ 5 のパワー・ボーナスを加える。
クローク・オヴ・ザ・カイルージョン＋ 1（首スロット）*
頑健、反応、意志に＋ 1 強化ボーナス。既に適用済み。
特性：〈治療〉判定に＋ 1 ボーナス（適用済）
パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。隣接する味方 1 体
は、その日既に消費してしまった回復力の使用回数を 1 回ぶん
回復する。
*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム

特技
《鼓舞による快復》
：君を見ることのできる味方が追加標準アクショ
ンを得るためにアクション・ポイントを消費するとき、その味
方はフリー・アクションとして 1 回のセーヴィング・スローをロー
ルすることができ、そのロールに＋ 4 できる。
《ドラゴン・ブレス範囲拡大》：ドラゴン・ブレス のパワーを使用
する際、君はその範囲を “ 噴射 3” ではなく、“ 噴射 5” にするこ
とができる。
《鎧習熟：スケイル》：君はスケイル・アーマーに習熟する。

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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ハーフエルフ・パラディン
作成済みキャラクター レベル４
名前

性別

ヒット・ポイント：４６
重傷：２３

回復力値：１１

イニシアチブ＋２

1 日の回復力使用回数：１１
アクション・ポイント

アイバイト

Eyebite ／魔眼
ウォーロック
（フェイ）／攻撃／ 1
君が敵を睨みつけると、君の眼は一瞬だけまばゆく輝く。敵は君
の精神的な攻撃に身をよじり、君は敵の視界から消えうせる。
［遭遇毎］
✦［精神］、［装具］、［秘術］、［魅了］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋７ 対 意志
ヒット：1d6＋5（クリティカル：11＋1d6）の［精神］ダメージ。
使用者の次のターンの開始時まで、使用者は目標に対して不可
視状態となる。

シールディング・スマイト

防御値
ＡＣ

頑健

反応

意志

２３

１５

１６

１９

Shielding Smite ／盾なる一撃
パラディン／攻撃／ 1
君が得物を振るうと、1人の仲間の前に透明な金色の盾が出現する。

抵抗［毒］5

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 7（メディックス・バスタード・ソード＋ 1）
ダメージ：1d10 ＋ 2（クリティカル：12 ＋ 1d6［光輝］）
遠隔基礎攻撃：＋５（ジャヴェリン） ダメージ：1d6 ＋１

種族的特長（修正等反映済み）
身長：5ft.11in（180cm） 体重：160lb.（72.5kg） サイズ：中型
移動速度：５マス		

視覚：夜目

言語：共通語、原始語、エルフ語

属性：無属性

集団交渉術：君から 10 マス以内にいる君の仲間は〈交渉〉判定
に＋ 1 の種族ボーナスを得る。
見よう見まね：自分のクラス以外の 1 レベル［無限回］攻撃パワー
を、
［遭遇毎］パワーとして使用できる（アイバイトを選択済み）。
二重の血統：エルフ、ヒューマン専用特技を取得できる。

無限回パワー

エンフィーブリング・ストライク

Enfeebling Strike ／腕痺れさす打撃
君の猛烈な武器攻撃は敵の力を弱める。

パラディン／攻撃／ 1

［無限回］
✦［信仰］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11 対 AC
ヒット：1d10＋6（クリティカル：16＋1d6［光輝］）ダメージ。
使用者が目標をマークしているなら、目標は使用者の次のター
ンの終了時まで攻撃ロールに－2のペナルティを被る。

ボルスタリング・ストライク

Bolstering Strike ／賦活打撃
パラディン／攻撃／ 1
君は敵を容赦もためらいもなく攻撃し、君の正しさには信仰の活
力という報いが与えられる。
［無限回］
✦［信仰］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11 対 AC
ヒット：1d10＋6（クリティカル：16＋1d6［光輝］）ダメージ。使
用者は一時的ヒット・ポイント＋3を得る。
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［遭遇毎］
✦［信仰］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11 対 AC
ヒット：2d10＋6（クリティカル：26＋1d6［光輝］）ダメージ。
効果：使用者の次のターンの終了時まで、使用者から5マス以内に
いる味方1人はACに＋3パワー・ボーナスを得る。

インヴィゴレイティング・スマイト

Invigorating Smite ／活力もたらす一撃
パラディン／攻撃／ 3
君が敵に得物を叩きつけると、突如、君と仲間たちは信仰の力に
よって活力を与えられたのを感じる。

［遭遇毎］
✦［信仰］、［治癒］、［武器］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11 対 意志
ヒット：2d10＋6（クリティカル：26＋1d6［光輝］）ダメージ。使
用者が重傷状態なら、使用者は8ヒット・ポイントを回復する。
使用者から5マス以内にいる重傷状態の味方すべても、8ヒット・
ポイントを回復する。

一日毎パワー

レイディアント・デリリウム

Radiant Delirium ／惑乱の煌めき
パラディン／攻撃／ 1
君は敵をいく筋もの焼け付くような光で包み込む。

［一日毎］
✦［光輝］、［信仰］、［装具］
標準アクション 遠隔・5
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋８ 対 反応
ヒット：3d8＋6（クリティカル：30＋1d6）の［光輝］ダメージ。目
標は使用者の次のターンの終了時まで幻惑状態となる。
さらに、目標はACに－2のペナルティを受ける（セーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ。目標は使用者の次のターンの終了時まで幻
惑状態となる。

マーターズ・ブレッシング

Martyr's Blessing ／殉教者の祝福
パラディン／汎用／ 2
隣接する仲間が攻撃を受けるとき、君はこれをかばって身を投げ出す。
［一日毎］
✦［信仰］
即応・割込
近接範囲・爆発1
目標：クリーチャー 1体
トリガー：隣接する味方1人に対する1回の近接または遠隔攻撃が
ヒットする
効果：使用者が代わりにその攻撃を受ける。

クラス特徴
チャネル・ディヴィニティ：君はこの特殊な信仰のパワーを 1 回
の遭遇につき 1 回使用できる。
ディヴァイン・チャレンジ：君は無限回のパワーとしてディヴァイ
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ン・チャレンジを使用できる。
レイ・オン・ハンズ：1 日に 3 回、マイナー・アクションとして、
君はレイ・オン・ハンズのパワーを使用できる。

レイ・オン・ハンズ

Lay on Hands ／癒しの手
パラディン／クラス特徴
君の信仰心溢るる手は、瞬時に傷を癒す。

［無限回］（特殊）
✦［信仰］、［治癒］
特殊：このパワーは1日に3回だけ使用できる。
マイナー・アクション 近接・接触
目標：クリーチャー 1体
効果：使用者は1日の回復力使用回数を1回使用するが、使用者本人の

ヒット・ポイントは回復しない。その代わり、目標は1回分の回復力を
使用したかのようにヒット・ポイントを回復する。このときの回復量
は普段よりも5点多くなる。このパワーを使用するためには、使用者の
1日の回復力使用回数が少なくとも1回分残っていなければならない。

チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・ストレンクス

Channel Divinity：Divine Strength ／神性伝導：信仰の力
パラディン／クラス特徴
君は己が神格に、敵を打ち倒す信仰の力を懇請する。

［遭遇毎］
✦［信仰］
マイナー・アクション 使用者
効果：使用者がこのターンに行なう次の1回の攻撃は、＋1の追加
ダメージを与える。

チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・メトル

Channel Divinity：Divine Mettle ／神性伝導：信仰の奮起
パラディン／クラス特徴
君の、己が神格への揺るぎなき信仰心が、近くのクリーチャーに
己を苛む苦難に抵抗する力を与える。

［遭遇毎］
✦［信仰］
マイナー・アクション 近接範囲・爆発10
目標：爆発の範囲内にいるクリーチャー 1体
効果：目標は1回のセーヴィング・スローを行なう。このロール
には＋５のボーナスがつく。

ディヴァイン・チャレンジ

Divine Challenge ／信仰の標的
パラディン／クラス特徴
君は雄々しく近くの敵に立ち向かい、君の挑戦を無視する者を信
仰の光で焼き焦がす。

［無限回］
✦［光輝］、［信仰］
マイナー・アクション 近接範囲・爆発5
目標：爆発の範囲内にいるクリーチャー 1体
効果：使用者は目標を“マーク”する。目標がすでに他のクリーチャーに

マークされているなら、使用者の“マーク”の効果がそれを上書きし、既
存の“マークされた状態”の効果は終了する。使用者が別の目標にこの
パワーを使用するか、使用者が目標と交戦する（下記参照）のに失敗す
るまで、
目標は“マークされた状態”のままである。あるクリーチャー
をマークできるのは常に1人だけである。同じクリーチャーが別の相
手から新たにマークされたなら、既存の“マークされた状態”の効果は
終了する。
使用者にマークされている目標は、使用者を目標に含まない攻撃の
攻撃ロールに−2のペナルティを負う。また、次に使用者を目標に含ま
ない攻撃を行なうと、目標は8点の［光輝］ダメージを受ける。このダ
メージは1ターンにつき1回しか発生しない。
使用者は自分のターン中、マークした目標と交戦するか、さもなくば
別の目標をマークしなければならない。目標と“交戦”したとみなされ
るためには、
使用者は目標に攻撃を行なうか、目標に隣接した状態で自
分のターンを終えねばならない。使用者のターンの終了時にどちらの
条件も満たされていない場合、目標の“マークされた状態”は終了し、使
用者は次の自分のターンにディヴァイン・チャレンジ を使用すること
ができなくなる。
ディヴァイン・チャレンジ は1ターンに1回だけ使用できる。

能力値
【筋】12
【耐】13
【敏】10

判定修正値
＋3
＋3
＋2

能力値
【知】8
【判】16
【魅】20

判定修正値
＋1
＋5
＋7

技能（能力値）
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探険〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

習得済み

○
○

○
○

判定修正値
＋7
－1
－2
－2
＋12
＋14
－1
＋7
＋5
＋6
＋5
＋5
＋10
－2
＋7
＋1
＋1

特技
《癒しの手》：君がレイ・オン・ハンズのパワーを使用した際、目標
が回復するヒット・ポイントの量は＋ 5 増加する（適用済）。
《怒涛のアクション》：アクション・ポイントを消費することで得た
アクションの間、君は自分の行なう攻撃ロールに＋ 3 のボーナ
スを得る。
《武器習熟：バスタード・ソード》
：バスタード・ソードに習熟する。

装備品
防具：ミスラル・プレート・アーマー＋ 1、へヴィ・シールド
武器：メディックス・バスタード・ソード＋ 1、ジャヴェリン 3 本。
君のジャヴェリンの射程は 10 ／ 20 である。
装具：シンボル・オヴ・ホープ＋ 1
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
所持金：0gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□ マイルストーン□/□/□
メディックス・バスタード・ソード＋ 1（武器スロット）*
特性：使用者が戦闘中にチャネル・ディヴィニティのパワーを
使用する時、使用者から 10 マス以内の味方 1 体は 6 ヒット・
ポイントを回復する。
パワー（［一日毎］）：標準アクション。この遭遇におけるチャネ
ル・ディヴィニティの使用回数が 1 回増える。
シンボル・オヴ・ホープ＋ 1
パラディンの［装具］キーワードを持つパワーの命中、ダメー
ジ＋ 1（適用済）。
パワー（［一日毎］）：即応・対応。このパワーは使用者もしくは
使用者から 5 マス以内にいる味方 1 体が、セーヴに成功するこ
とで終了させられる 1 つの効果を受けた瞬間に使用できる。使
用者もしくはその味方は、以後ずっと、その 1 つの効果に対す
るセーヴィング・スローに＋ 5 のパワー・ボーナスを得る。
ミスラル・プレート・アーマー＋ 1（鎧スロット）*
パワー（［一日毎］）：即応・対応。近接攻撃あるいは遠隔攻撃が
使用者にヒットしたときにこのパワーを使用する。そのダメー
ジは半減ダメージとなる。
アミュレット・オヴ・ヘルス＋ 1（首スロット）
頑健、反応、意志に＋ 1 強化ボーナス。既に適用済み。
特性：［毒］への抵抗 5（既に適用済み）。
*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。
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ティーフリング・ウィザード

名前

性別

ヒット・ポイント：３4
回復力値：８

イニシアチブ＋９

1 日の回復力使用回数：７
アクション・ポイント

防御値
ＡＣ

頑健

反応

意志

２０

１４

１８

１６

攻撃

近接基礎攻撃：＋ 4（ダガー）

ダメージ：1d4 － 1

遠隔基礎攻撃：＋ 8（マジック・ミサイル）対 反応
ダメージ：2d4 ＋ 8（クリティカル時 16 ＋ 1d6）

種族的特長（修正等反映済み）
身長：５ft. ８in（172cm）

体重：160lb.（72kg）サイズ：中型

移動速度：６マス		

視覚：夜目

言語：共通語、竜語

属性：無属性

手負い狩り：重傷の敵に対する攻撃ロールに＋ 1 の種族ボーナス。
インファーナル・ラス：君は遭遇毎パワーとしてインファーナル・

ラス を使用できる。

ティーフリング／種族パワー

君は自分の激しやすい性質を駆り立てることによって敵を傷つ
ける可能性を増大させる。

［遭遇毎］
マイナー・アクション
使用者
効果：自分の1つ前のターン以降に自分に攻撃をヒットさせた1体
の敵に対する次の1回の攻撃ロールに＋1のパワー・ボーナス
を得る。この攻撃がヒットし、ダメージを与えるなら、さらに＋
1の追加ダメージを与える。

無限回パワー

マジック・ミサイル
Magic Missile ／魔法の矢

 ウィザード／攻撃／ 1

君は敵めがけて力場製の銀色の矢を放つ。

［無限回］
✦［装具］、［秘術］、［力場］
標準アクション
遠隔・20
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋８ 対 反応
ヒット：2d4＋8（クリティカル：16＋1d6）の［力場］ダメージ。
特殊：このパワーは遠隔基礎攻撃として使用できる。

スコーチング・バースト
Scorching Burst ／灼熱の爆発

 ウィザード／攻撃／ 1

金色の炎が垂直な火柱となり、中のものすべてを焼き尽くす。

［無限回］
✦［装具］、［火］、［秘術］
標準アクション
遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋９ 対 反応
ヒット：1d6＋7（クリティカル：13＋1d6）の［火］ダメージ。
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ウィザード／攻撃／ 1

君は氷の吐息と共に秘術の言葉を紡ぎ、地表に不確かな氷の層を
生じさせて敵たちの邪魔をする。

［遭遇毎］
✦［装具］、［秘術］、［冷気］
標準アクション
遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋８  対 反応
ヒット：1d6 ＋ 6（クリティカル：12 ＋ 1d6）の［冷気］ダメージ。
目標は伏せ状態になる。
効果：このパワーの効果範囲内は、使用者の次のターンの終了時
まで移動困難な地形となる。使用者はこの効果を1回のマイ
ナー・アクションで終了させることができる。

カラー・スプレー
Color Spray ／色しぶき

抵抗［火］7

インファーナル・ラス
Infernal Wrath ／地獄の怒り

（汎用パワーはどちらか一つを選択）
アイシー・テレイン
Icy Terrain ／凍る大地

作成済みキャラクター レベル４

重傷：１７

遭遇毎パワー
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ウィザード／攻撃／ 3

大きく広げられた君の手から色とりどりの眩い閃光が放たれ、近
くの敵たちの感覚をマヒさせる。

［遭遇毎］
✦［光輝］、［装具］、［秘術］
標準アクション
近接範囲・噴射5
目標：噴射の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋８  対 意志
ヒット：1d6＋6（クリティカル：12＋1d6）の［光輝］ダメージ。目
標は使用者の次のターンの終了時まで幻惑状態となる。

シールド
Shield ／盾

ウィザード／汎用／ 2

君が手を掲げると、突如秘術のエネルギーの盾が出現し、迫り来
る攻撃から君を守ってくれる。

［遭遇毎］
✦［秘術］、［力場］
即応・割込
使用者
トリガー：使用者に対する1回の攻撃がヒットする
効果：使用者の次のターンの終了時まで、使用者はACと反応防御
に＋4のパワー・ボーナスを得る。

ジャンプ
Jump ／跳躍

ウィザード／汎用／ 2

君または別のクリーチャーは突然、途方もない距離を飛び越える。
［遭遇毎］
✦［秘術］
移動アクション
遠隔・10
目標：使用者またはクリーチャー 1体
効果：目標はフリー・アクションとして、跳躍のための〈運動〉判
定を1回行なう。この判定には＋10のパワー・ボーナスがつく。
助走を行なったかのように判定結果から跳躍距離を求め、目標
はその距離だけ移動する。

一日毎パワー

（攻撃パワーはどちらか一つを選択する）
スリープ
Sleep ／睡眠

ウィザード／攻撃／ 1

君は敵たちに自らの意志の力を及ぼし、魔法的な疲労感で押し潰
そうとする。

［一日毎］
✦［催眠］、［装具］、［秘術］
標準アクション
遠隔範囲・爆発2・20マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋８ 対 意志
ヒット：目標は減速状態となる（セーヴ・終了）。このパワーに対
する1回目のセーヴィング・スローに失敗した目標は気絶状態
となる（セーヴ・終了）。
ミス：目標は減速状態となる（セーヴ・終了）。
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フレイミング・スフィアー
Flaming Sphere ／炎の球体

ウィザード／攻撃／ 1

君は転がりまわる炎の球体を作り上げ、その行き先を自由にあや
つる。
［一日毎］
✦［装具］、［創造］、［火］、［秘術］
標準アクション
遠隔・10
効果：使用者は中型サイズの炎の球体を1つ創造する。この球体
は射程内のマス1つを占め、目標を攻撃する。炎の球体に隣接し
た状態で自分のターンを開始したすべてのクリーチャーは（1d4
＋7）の［火］ダメージを受ける。使用者は1回の移動アクション
としてこの球体を6マスまで移動させることができる。
目標：炎の球体に隣接するクリーチャー 1体
攻撃：＋９ 対 反応
ヒット：2d6＋7（クリティカル：19＋1d6）の［火］ダメージ。
維持・マイナー：使用者はこのパワーをこの遭遇の終了時まで維
持することができる。使用者は1回の標準アクションとして、
炎の球体にもう1回攻撃を行なわせることができる。
能力値
【筋】8
【耐】12
【敏】16

判定修正値
＋1
＋3
＋5

技能（能力値）
習得済み
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
○
〈宗教〉【知】
○
〈知覚〉【判】
〈地下探検〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
○
〈歴史〉【知】
○

能力値
【知】20
【判】11
【魅】12

判定修正値
＋7
＋2
＋3

判定修正値
＋３
＋１
＋７
＋５
＋２
＋３
＋３
＋３
＋７
＋12
＋２
＋２
＋２
＋５
＋５
＋12
＋12

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□ マイルストーン□ / □ / □
ワンド・オヴ・レイ・オヴ・エンフィーブルメント＋ 1（武器スロッ
ト）
パワー（［一日毎］◆［死霊］、
［装具］、
［秘術］）
：標準アクション。
レイ・オヴ・エンフィーブルメントを使用できる。（遠隔・10、
目標：クリーチャー 1 体、＋ 8 対 頑健、1d10 ＋ 6［死霊］ダメー
ジ。目標は使用者の次のターンの終了時まで弱体化状態となる）
ヴェテランズ・レザー・アーマー＋ 1（鎧スロット）*
特性：アクション・ポイントを 1 点消費した際、さらに次の自
分のターンの終了時まですべての攻撃ロールと防御値に＋ 1 の
アイテム・ボーナスを得る。
クローク・オヴ・ディストーション＋ 1（首スロット）*
頑健、反応、意志に＋ 1 強化ボーナス。既に適用済み。
特性：6 マス以上離れた場所からの遠隔攻撃に対し、すべての
防御値に＋ 1 のボーナスを得る。
ブレイサーズ・オヴ・ザ・パーフェクト・ショット（腕部スロット）
特性：使用者が遠隔基礎攻撃を命中させた際、そのダメージ・ロー
ルに＋ 2 のアイテム・ボーナスを得る。既に適用済み。
*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。

（裏にクラス特徴が記載されています。）

特技
《イニシアチブ強化》：君はイニシアチブ判定に＋ 4 のボーナスを
得る（すでに適応済み）。
《儀式取得者》：儀式を執行できる。
《地獄の業火の血統》：君は［火］あるいは［恐怖］のキーワード
を有するパワーを使用する際の攻撃ロールとダメージ・ロール
に＋ 1 の特技ボーナスを得る（すでに適応済み）。
《鎧習熟：レザー》君はレザー・アーマーに習熟している。

装備品
防具：ヴェテランズ・レザー・アーマー＋ 1。
武器：ワンド・オヴ・レイ・オヴ・エンフィーブルメント＋ 1、ダガー
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
呪文書
錬金術の秘薬 60gp 分：
〈魔法学〉を対応技能とする儀式の構成要
素
所持金：20gp
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クラスの特徴
初級呪文：君はいくつかの初歩的な呪文を無限回のパワーとし
て使用できる。
正確さのワンド（装具体得）：1 つの遭遇毎に 1 回、フリー・ア
クションとして、君は 1 体の目標に対する 1 回の攻撃ロールに＋
3 のボーナスを得る。この特徴の利益を得られるのは、
［装具］のキー
ワードを持つパワーのみである。
呪文書：君は呪文書に追加の一日毎の呪文 1 つを記録している。
大休憩の後、君はその日に使用する一日毎の呪文と汎用呪文を 1
つ選んで準備する。君は一日毎の呪文を 2 つ、汎用呪文を 2 つ習
得しているが、1 日にはそれぞれどちらか一方しか使用できない。
また、呪文書には以下の儀式が記されている。各儀式につい
ては PHB 参照。
1 レベル：コンプリヘンド・ランゲージ 、テンサーズ・フローティ
ング・ディスク 、メイク・ホウル
2 レベル：エンデュア・エレメンツ
3 レベル：ディテクト・シークレット・ドアーズ
4 レベル：ノック

ゴースト・サウンド

Ghost Sound ／幻の音
ウィザード／初級呪文
君のウィンク 1 つで、どこか近くの場所から幻の音が聞こえてく
る。

［無限回］
✦［秘術］、［幻］
標準アクション 遠隔・10
目標：物体1つまたはなにものにも占められていないマス1つ

効果：使用者は、
ささやき声ほどに小さな音から怒号や戦闘のように大
きな音まで、
好きな音を目標から発生させる。使用者はベルが鳴る音、
剣を振るう音、
鎧のきしむ音、石をこする音など、話し声以外の任意の
音を発生させることができる。また、使用者がささやき声を発した場合、
目標に隣接するマスにいるクリーチャーだけに使用者の声が届くよう
にすることもできる。

メイジ・ハンド

Mage Hand ／魔道士の手
ウィザード／初級呪文
君が近くの物体にむけてちょっとした身振りをすると、空中にお
ぼろげな手が現れてその物体を宙に持ち上げ、君の意のままに動
かす。

［無限回］
✦［創造］、［秘術］
マイナー・アクション 遠隔・5

効果：使用者は距離内の占有されていないマス1つに、霊体の宙に 浮か
ぶ手を創造する。この手は隣接するマスにある重さ20ポンド以下の物
体1つを持ち上げたり、5マスまで移動させたり操作したりすることが
できる。このパワーを使用した時点で使用者がその物体を手に持って
いたなら、
この手はその物体を背負い袋、ポーチ、鞘などの入れ物にし
まいこみ、
同時に使用者が運搬しているか自分の体のどこかに身につ
けていた物体1つを使用者の手中に移動させることができる。
使用者は1回の移動アクションとしてこの手を5マスまで移動させるこ
とができる。また、1回のフリー・アクションとして、この手が持って
いる物体を落とさせることができ、1回のマイナー・アクションとし
て別の物体を拾わせたり操作させたりすることができる。

維持・マイナー：使用者はこの手をいつまでも維持することができる。
特殊：使用者は同時に複数の手を稼動させておくことはできない。
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プレスティディジテイション

Prestidigitation ／奇術
ウィザード／初級呪文
君は魔法を使って愉快ないたずらをやってのける。小さな光を躍
らせたり、枯れた花を再生させたり、コインを消してみせたり冷
たい飲み物を温めたり。
［無限回］
✦［秘術］
標準アクション 遠隔・2
効果：この初級呪文を使用することにより、以下の効果のうち1つ
を発生させることができる。
✦重さが1ポンド以下の物体を動かす。
✦舞い散る火花、一吹きの風、かすかな音楽、きつめの臭いなど、無害な
感覚的効果を1つ作りだす。

✦1辺1フィートの立方体におさまる物体に、1時間までの間、色をつ
けたり、きれいにしたり、汚したりする。
松明、
小さな焚き火などに即座に火をつける
（あるいは消す）
✦蝋燭、
✦重さ1ポンドまでの生命を持たぬ物質を冷やしたり、暖めたり、匂い
をつけたりする。

✦1時間の間、物体の表面に小さな印をつける。
✦小さなアイテムや幻像を無から生じさせる。これは使用者の次の
ターンの終了時まで存在し続ける。

✦小さな手に持てる物体1つを使用者の次のターンの終了時まで不可
視状態にする。
この初級呪文によってつくられた物は決してダメージを与えず、
武
器や道具として用いることはできず、他のクリーチャーのアクション
を妨げることもない。この初級呪文によって他のパワーと同じ効果を
生じさせることはできない。

特殊：使用者は同時に3つまでのプレスティディジテイション を
稼動させておくことができる。

ライト

Light ／光
ウィザード／初級呪文
君が手を一振りすると、君の杖の先端（あるいは他の物体や場所）
に明るい光がともる。

［無限回］
✦［秘術］
マイナー・アクション 遠隔・5
目標：物体1つまたはなにものにも占められていないマス1つ
効果：使用者は目標に明るい光を放たせる。この光は目標のマス
および目標から 4 マス以内のすべてのマスを照らす。
この光は 5 分間持続する。この光はフリー・アクションで消すこ
とができる。
特殊：使用者は同時に複数のライト を稼動させておくことはでき
ない。新たな光を作ると、使用者がそれまでに作った光は消え
てしまう。
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