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「私の子はどこ？
はじめに

どこにいるの？！」

山間に白き竜の咆哮が轟く。
木々が震え、動物は身を隠す中、一人のゴブリンは違った。
彼はしゃれこうべの杖をしかと地面に突き立てると、怒れ
る竜に恐れもせず語りかけた。
「知っていますよ、あなたの子供の行方を」
竜の赤い目をひたと見据えたまま、彼は滔々と続ける。
「その子は可哀想に、人間に連れ去られたのです。ほら、南
にあるあの街に ･･･」
信じる物は他にない母竜が藁をもすがる思いで飛び立つの
を、彼はほくそえみながら見送っていた ･･･

ゲームの準備
このアドベンチャー・シナリオは『ダンジョンズ＆ドラゴンズ
第 4 版』の１レベルのパーティー５人用に作成されたものである。
ＤＭはこのアドベンチャー・シナリオを遊ぶにあたって、『ダ
ンジョンズ＆ドラゴンズ第 4 版』の基本ルールブック３冊を手元

の後には大休憩を取ることもできるが、遭遇３の後に大休憩を取る
ことができるかどうかは展開により異なる。

アドベンチャーの概要
このアドベンチャー・シナリオは一人の少年とドラゴンの子供
の心温まる交流、そして別れを描いた物語である。
一仕事終え街に戻る途中、ゴブリンに取り囲まれているコボル
ドの少年とドラゴンを助けることになったＰＣたちは、街に戻った
ときその母竜が愛しい子供を捜し求めていることを知る。
その背後にはゴブリンのまじない師の恐るべき陰謀があった。

アドベンチャーの背景
▼街について

名称：カルシャーダム
数百人程度の、街と呼ぶにははばかられる小さな街。
北西と南は高い山脈に囲まれている。
住人は人間がほとんどであるが、エルフ、ドワーフも少数は住

んでおり、異種族に対する偏見はほぼない。

においておくほうが望ましいが、このアドベンチャーとダンジョ

ＤＭ向けアドバイス

ンズ＆ドラゴンズ日本語版公式ホームページ（http://hobbyjapan.
co.jp/dd/）でダウンロードできるクイックスタート・ルールを使
用すれば、単独でも充分遊ぶことができる。
また、マップを『シャドウフェル城の影』に付属のポスター・マッ
プから使用する。
キャラクターは付属のプレロールド・キャラクターの使用を前
提としているが、『シャドウフェル城の影』に付属のキャラクター
を使用することも問題ない。
シナリオは、
遭遇１）チュートリアル戦闘
幕間１）街の状況説明
遭遇２）追跡（技能チャレンジ）
遭遇３）ゴブリンのまじない師との戦い／ミンクの救出
遭遇４）街道の奇襲
遭遇５）母竜の説得／戦闘
の順に展開することを想定しているが、ＰＣの行動により順番
が変更になることもあり得る。
おのおのの遭遇の合間に小休憩を取ることができるし、遭遇１

このアドベンチャーでは、背景世界をほかのワールド、アド
ベンチャーに依存しない独自の舞台としていますが、あなたの
キャンペーンにあわせて変更することに何の問題もありません。
もしあなたが「シャドウフェル城の影」から始まる一連のア
ドベンチャー・シナリオを使用している、あるいは今後想定し
ているなら、街をフォールクレストに変更するのも良いでしょ
う。

▼季節
晩夏：夜は涼しくなったが、昼間にはまだ茹だる様な暑さが残っ
ている。

▼ゴブリンについて

「鮮血の虐殺団」と名乗る彼らは、まじない師であるゲグゼブの

圧倒的なカリスマによりまとめあげられており、人間を恐れず戦う。
彼らは数こそ多くないのでおおっぴらに活動はしていないが、
人間社会に対して可能な限りの悪事を働き、出来ればそこで利益を
得たいと考えている。
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▼登場ＮＰＣ
『ミンク』：コボルドの少年
冒険心に溢れたコボルドの少年。帽子と大きなリュックサック
がチャームポイント。ドラゴン・マスターとなり、大空を飛び回っ
て英雄的な冒険をしたいと夢みている。
とある日、北西の山脈で傷つき意識を失っているホワイト・ド
ラゴンの子供を見つける。
傷を治療し、「カシミアックス」と名前をつける。
「カシミアックスと一緒ならドラゴン・マスターになれる！」と
思い、一族を離れ旅をする決意をする。
『カシミアックス』：ワームリング・ホワイト・ドラゴン

遭遇 1：街道にて
遭遇レベル１(250XP)

セットアップ
ゴブリンのちんぴら（T）

6体

ゴブリンの黒刃使い（B）

1体

ミンク（雑魚コボルト）（M）

1体

カシミアックス（K）

1体

冒険者が街道で奇妙な光景を目にしたところから本遭遇は始ま

まだ生まれたばかりのホワイト・ドラゴン。気性は荒い。

る。地図は『シャドウフェル城の影』付属のポスター・マップを使

名前はミンクがつけたもので、本名ではない（本名は本書では

用することができる。

語られない）。

この遭遇はチュートリアル戦闘であり、この戦闘を終えれば大

言葉も片言しか話せず、難しい概念は判らない。

休憩をとることが可能であるとプレイヤーに伝えること。１日毎パ

どうして倒れていたのか、母親はどうしたのかは覚えていない。

ワーやアクション・ポイントなどを使い切ってしまっても問題ない。

ミンクには彼なりに懐いている。

なお本書において、次のような斜体文字の文書はＤＭが声に出
して読む部分である。

『ゲグゼブ』：ゴブリンのまじない師
彼の恐るべき ” まじない ” は「鮮血の虐殺団」の畏怖と崇拝の対
象である。
恐るべきドラゴンが愛子を探して飛び回っているときに偶然出
会った彼は、そこで人間の町を恐怖のどん底に陥れる計画をひらめ
いた。
彼は命知らずにも竜と対峙し、その仔竜は人間が街に連れ帰っ
たと伝えた（もちろんはったりである）。そして（本人はそう思っ
ていないが）奇跡的にそのはったりは成功する。
また手下を使って子竜を捜索させ、竜が人間の街を滅ぼした後、

君たちは全員同じ街出身の冒険者だ。
今君たちは一仕事を終えたところ。夜になる前にくたびれ
た体を休め、良く冷えたエールで一杯やるために街道を拠点
の街へと急いでいる途中である。
と、君たちの行く先、街道沿いの草むらで、ギャーギャー
というわめき声が聞こえる。
どうやら、頭にトカゲのような生物をのせた二足歩行の小
型生物を、それとは異なる種類の小型生物が数体で囲み、何
か要求しているようだ。

竜に対しての切り札として使用しようと考えたのである。
ここでプレイヤーが近づくことを宣言したら、セットアップ位
『ジョン』：人間の兵士

置にミニチュアを並べること。

「カルシャーダム」の衛兵。街の人からは気さくで優しい男とし
て親しまれ、信頼を勝ちえている。
が、その裏で山賊やごろつき連中と密かに繋がっており、資材
の横流し等をしている。
大金を得る機会があればいつでも街を裏切るつもりでいる。

君たちが近づいてみると、こんな話し声が聞き取れる。
「へっへっへ、おとなしくそのトカゲちゃんを俺たちによこ
しなぁ！」
「それともちいっとばかり痛い目をみてみるかぁ？ ああ
ん？！」

『レゼイア』：アダルト・ホワイト・ドラゴン
カシミアックスの母親。
とあるドラゴンとの戦いに敗れた彼女は、カシミアックスを連
れ住処から離れ旅をしているところだった。
だが子どもとはぐれてしまい、数週間にわたって捜索を続けて
いる。

それに対し囲まれている生物は以下のように答えている。
「ボクとこの子はトモダチなんだ！ トモダチを渡すヤツな
んかいるもんか！」
” この子 ” はその言葉を聞いているのかいないのか、” 友達 ”
の頭をガジガジ噛みながら甲高い声で「コロス！ コロス！」
と（竜語で）叫んでいるようだ。

ドラゴンとの戦いで傷ついた体はまだ十分癒えているとは言え
ず、住み慣れた寒冷地から離れ疲れ果ててはいるものの、竜として
の力は健在である。

戦術
ゴブリンのちんぴらは出来る限りＰＣに対して挟撃を取るよう
に移動する。ゴブリン・タクティクスを忘れずに！
ゴブリンの黒刃使いはゴブリンのちんぴらの後に行動を遅らせ
（イニシアチブ順番がゴブリンのちんぴらより早い場合、”行動遅延 ”
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でイニシアチブを遅らせる）、しかる後にスニーキー能力を使って
ＰＣに対する挟撃位置へ移動し、戦術的優位を得た上で攻撃しよう
とする。
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をかじりながら「コロス！

コロス！」と叫んでいるが、本気なら

ばミンクの命はないこと、二人がなんだかんだ言って友情で結ばれ
ていることがＰＣにはわかる。

ゴブリンの黒刃使いが攻撃を受けた場合、ゴブリン・タクティ
クスとスニーキーを組み合わせゴブリンのちんぴらと位置を入れ替
えようとする。
またゴブリンの黒刃使いは重傷値になると捨て台詞を吐き逃亡
を図る（ＰＣが追いついて倒してしまっても構わない）。

その後、ミンクは南（街道からは外れ、カルシャーダム街と異
なる方向）を指差し、そちらに向かうと宣言し、ＰＣに別れを告げる。
ＰＣはそのまま分かれることになるだろうが、もしＰＣが強く
望むならミンクに同行することを選んでも良い。その場合は遭遇３
へ進むこと。また遭遇３は明かりが ” 薄暗い ” 光となり、カシミアッ

ミンクはシフティを使い、ゴブリンの手から逃れようとする。
カシミアックスは基本的に何もしないが、ＰＣが窮地になれば

クスは最初から参戦する。
ＰＣがミンクと分かれて街に向かう場合、幕間１へ進むこと。

参戦する。

ＤＭ向けアドバイス

このエリアの情報
明るさ：“ 明るい ” 光

街道と草地：路面は、土と砕けた石のかけらでできており、とこ
ろどころに旧街道の路床に使われていた古代の玉石が転がって

このシナリオではこの後、幕間１へ進むことを想定していま
すが、とはいえプレイヤーが決めた行動はなるべく阻害しない
ようにしましょう。

いる。道または草を含むマスは移動を妨げないし、視界に影響
を及ぼすこともない。
岩塊：岩塊はその背後に隠れているクリーチャーに視認困難と遮
蔽を提供する。さらに、岩塊は移動に関しては障害物として機
能する；クリーチャーは、岩塊を含むマスに直接移動すること
はできない。
岩塊は高さ 5 フィートである。岩塊の上に上るには、難易度
10 の〈運動〉判定に成功し、4 マス分の移動を行わなければな

またプレイヤーが「竜は邪悪だから殺す」という行動を取る
ことも考えられます。特にパラディンをプレイしている場合大
いにありえることです。
プレイヤーがそう言い出した場合、「まだ幼く、邪悪な行いを
していない生物に一方的刃を向けることはいかがか」とやんわ
りと再考を促し、それでもパーティーの総意としてそうしたい
場合は、カシミアックスと対決してもらいましょう。
その対決に勝った後の展開としては、幕間１でドラゴン退治

らない。岩塊の上にいるキャラクターは他の岩塊の上に移動す

を依頼され、レゼイアとのラストバトルに挑むことになるでしょ

ることができる；この際、岩塊の上は移動困難な地形として扱

う。

うこと。
草むら：街道の付近には、厚く生い茂った草むらが点在している。

また負けた場合、ミンクとカシミアックスはＰＣを殺さず南
に向かい、幕間１へ進むことになります。

こうしたエリアはやや見通しが悪いため、そのエリアの中から
外へ、あるいは外から中に対して攻撃を行う者に通常の遮蔽を
提供する。また、草むらに覆われたエリアは、移動困難な地形
として扱う。

展開
ミンクはＰＣに感謝の言葉を述べ、聞か
れるままに自分の素性と目的を話す。
また報酬として彼の藁で出来た財布から、
銅貨を７枚（彼はＰＣの人数で割り切れる
数だと思っている）を差し出す。ちなみに
財布の残りはあと銅貨が４枚ほど。

「大きなコボルドのお兄さんたちありが
とう！」
「ぼくはこの子と一緒に旅をしているん
だ！」
「ぼくは将来ドラゴンマスターになるの
が夢なんだ！」
「カシミアックス、君に決めた！ 一緒
にドラゴンマスターを目指そう！」
カシミアックスは相変わらずミンクの頭
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幕間１：襲撃された街
カルシャーダムの街に帰ってきたＰＣたちは、出発したときと
様相が異なっていることにすぐに気がつく。
以下を読み上げること。

「それは嬉しいですが ･･･ 相手は強そうですよ？
まま、町会長を呼んできますね」
問い：我々が子竜を連れてこよう。

「本当ですか？！ いったいどうやって ･･･
いや、ここで言っても始まらないですね。

カルシャーダムの街は晩夏だというのに、いたるところが
凍りついている。涼を取るやり方としてはいささか乱暴に思
える。
また街のあちらこちらには破壊の後がある。半分近く倒壊
した家が数棟、街路では屋台がひっくり返り、人々が右往左
往している。
門番がいるべきところには衛兵がいない。どうやら街の人々
の対応で追われているようだ。
と、その内の一人が君たちの姿に気付き、近づいてきた。
近づいてきた衛兵は「ジョン」と名乗り、ＰＣたちに話しかけ
てくる。

「いやぁ、困ったことになりました」

町会長を呼んできます」
しばらくしてジョンが連れてきたのは、初老の男性で「町会長
のワットソンです」と名乗る。

「して、あなたがたがこの問題を解決していただけると？

いや、本当にご迷惑お掛けいたしますが宜しくお願いいたし
ます」
問い：報酬は？

「そうですね ･･･ あまり多くは差し上げられないのですが、
500gp ではいかがでしょうか？」

ＰＣが更に多くの報酬を望むなら〈交渉〉判定をすること（難
易度は 15）。
成功すると、しぶしぶながら 750gp までは妥協する。

問い：貴方は誰？

「この街の衛兵で、ジョンといいます。
いやもうこの騒ぎで、衛兵隊はおおわらわですよ」
問い：宿を取りたいのだが。

ひきがえる

「この通りを進んで左手に『蟇蛙亭』がありますけど、今営
業しているかなぁ」
問い：何が起こったのか？

交渉が成立すると、彼はほっとしながらも振り返り、他の町民
に対して避難の誘導を再開する。
問い：他にも何か協力して欲しい。

「それでは、ジョンを連れて行っても構いません。彼は兵士
としても優秀ですし、この辺りの地理にも詳しいですよ」

「それがですね、白くて大きなトカゲが一刻ほど前突然現れ
ましてね、街のいたるところを滅茶苦茶にした後こう言うん
ですよ。
『我が愛しい子がこの街にいることは判っておる。明日、日

交渉が終わると、ジョンが再度話しかけてくる。

「町会長から、みなさまに協力するよう頼まれました。皆様
のようなつわものと一緒することができて光栄です！」

が沈むとき再びここに来る。その時に我が子を無事な姿で戻
さねば、この街を滅ぼしてくれよう』
それからはもう大変ですよ。
街中を捜索してますがその子供らしき姿は見当たらないし、

問い：馬を借りられないだろうか。

「この騒ぎで馬も必要ですし ･･･（暗に避難のため使用する
ので、ＰＣに貸し与える余裕がないと断る）」

どうしたものやら」
ジョンはＰＣにそっと耳打ちする。

ここでＰＣに〈自然〉判定を行わせても良い（難易度は 15）。
成功すれば、それはホワイド・ドラゴン、おそらくアダルト段
階であろうことが判る。
通常のモンスター識別の判定どおりに、パワーその他を成功の
度合いにより教えること。
問い：避難しないのか？

「今その準備も進めてますけどね、いや明日の日没までで
しょ？ 間に合わないんじゃないかなぁ」
問い：我々に何かできることは？

「いやぁ、その子供とやらを見つけてくれれば助かるんです
けどね」
問い：我々が竜を倒してみせよう。

「本当ですか？！」
ＰＣの力量を確かめるように、一行をまじまじと見つめる。



「僕がお願いすれば、馬を貸してくれるところがありますけ
どどうしますか？」

展開
ジョンの能力をプレイヤーに伝え、彼が優秀な兵士であること、
また貴重な ” マーク ” 能力を持っていてパーティの役に立つだろう
ことを教える。
また彼を連れて行けば馬を借りることができ、時間がない追跡
が有利に進むだろうとも。
その上でプレイヤーがジョンを連れて行かないことに決めたの
なら、以降の遭遇３までジョンはいないものとすること。
ＰＣたちがミンクを追いかけることを決意したなら、街中での
情報収集も含めて＜遭遇２＞へ進むこと。
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遭遇２：追跡 ( 技能チャレンジ )
状況

▼段階３：襲撃の痕跡
ミンクが野営していたと思しき場所にたどり着く。
木々のあちこちに凍りついたあとがあり、ミンクの背負ってい

カルシャーダムの街中から開始する。

たリュックとその中身が散乱している（中身はガラクタと僅かな食

これはミンクに追いつくまでの段階的な技能チャレンジである。

料）。

ＤＭ向けアドバイス

ＤＭはこれが技能チャレンジであることを明確にプレイヤー
に伝えても良い（特にプレイヤーに第 4 版の経験が少ない場合
には）ですし、プレイヤーの行動に対して技能判定を要求し、
成功／失敗カウントを数えても良いでしょう。

3 回の成功でこの技能チャレンジは終了する。
主要技能：
〈看破〉〈隠密〉〈持久力〉
〈看破〉（難易度 10）：何が起こったか、襲撃者が進んだ先を類推
する。
〈隠密〉（難易度 10）：襲撃者に気が付かれない様に進む。
〈持久力〉（難易度 15）：残りの体力を振り絞って追跡する。

レベル：1（XP300）
複雑度：3（3 回失敗する前に 8 回成功させねばならない）。
▼段階１：情報収集
街中での情報収集により、ドラゴンの現状を聞くことが出来る。
2 回の成功で次の段階へ進む。
主要技能：
〈事情通〉〈自然〉
〈事情通〉（難易度 10）：よくドラゴンを観察していた人によれば、
彼女は体のあちこちに怪我をしているように見えた。
〈自然〉（難易度 10）：この夏に、ホワイト・ドラゴンがこのあた
りまで来るのは通常ないこと、ホワイト・ドラゴンは暑いから
といって弱るわけではないが、純粋に強行軍により体力が低下
している可能性があるがわかる。
副次技能：
〈交渉〉

副次技能：
〈知覚〉〈盗賊〉
成功カウントには数えないが失敗してもカウントされない。成
功すると次の判定に＋ 2。
〈知覚〉（難易度 15）：複数の足跡があること、それが進んだ方向
がわかる。
〈盗賊〉（難易度 10）：残されたものから手がかりをつかんだ。
成功：ＰＣたちはかなり早期に追いつく。遭遇３はＰＣの不意打
ちから始めること。
失敗：追いつくことは追いついたが、かなり時間が掛かってしまっ
た。たとえジョンを連れてきていても、遭遇３の後大休憩を取
る余裕がなくなる。

展開
＜遭遇３＞に進むこと。

成功カウントには数えないが失敗してもカウントされない。成
功すると次の判定に＋ 2。
〈交渉〉（難易度 15）：慌しい街の人をうまく呼び止める。
▼段階２：追跡
ミンクと分かれた場所まで来ると、彼の進んだ方向がわかる。
どうやら森の中に進んだらしい。
3 回の成功で次の段階へ進む。
主要技能：
〈知覚〉〈持久力〉〈運動〉
〈知覚〉（難易度 10）：ミンクの足跡を見つけ、正しい方向へ進む。
〈持久力〉（難易度 10）：街道でない歩きにくい場所を体力に任せ
て進む。
〈運動〉（難易度 10）：重い荷物を引き受けたり、道のないところ
をうまく歩く。
副次技能：
〈自然〉〈事情通〉
成功カウントには数えないが失敗してもカウントされない。成
功すると次の判定に＋ 2。
〈自然〉（難易度 15）：森の中の進みやすい場所をうまく見つける。
〈事情通〉（難易度 15）：このあたりの地形を知っているため、迷
わず進める。
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遭遇 3： ゲグゼブの野望

ゴブリンの脳天割りはＰＣの内最も近い相手に突撃する。
ゴブリンの狙撃手はこのエリアで完全視認困難を得ることが難

遭遇レベル２(525XP)

しいため、
〈隠密〉はあきらめ遠方からの射撃に徹する。主に制御役、

セットアップ

場合によっては指揮役を狙う。

ゴブリンのちんぴら		

（T）

4体

ゴブリンの狙撃手			

（S）

1体

ゴブリンの脳天割り		

（N）

1体

ゲグゼブ（ゴブリンのまじない師） （G）

1体

ミンク（雑魚コボルト）		

（M）

1体

カシミアックス			

（K）

1体

ゴブリンがミンクとカシミアックスを捕らえている場所にたど
り着く。
地図は『シャドウフェル城の影』付属のポスター・マップを使
用することができる。
プレイヤーには技能チャレンジと含めてこれが、大休憩の後の
２遭遇目であり、マイルストーンに到達するため戦闘後アクション
ポイントがもらえること、また技能チャレンジに成功していれば（そ
してジョンがいて、馬を借りていることができていれば）この後大
休憩の余裕があることを伝えること。

襲撃者の野営地までたどり着いた君たちは、ミンクとカシ
ミアックが縄で結ばれ、地面に転がされているのを見つける。
カシミアックスは猿ぐつわもされているようだ。
「へへっ、ドラゴンとはいえこうなっちまっちゃあただのト
カゲですなぁ、ゲグゼブ様！」
「ぐふふ、あの雌ドラゴンも子供を人質にされては手も足も
でないだろう。これで我ら『鮮血の虐殺団』は栄光への第一
歩を歩き始めたというわけだ」
「ゲグゼブ様バンザイ！ 『鮮血の虐殺団』バンザイ！！」
ＰＣたちが奇襲をかける、あるいは前に進み出るとゴブリンた
ちは気がつき、振り返って警戒の叫び声をあげる。

「よもやこの『鮮血の虐殺団』に立ち向かおうなどと考える
愚か者がいるとは考えなかったわい。このワシのおそるべき ”
まじない ” パワーを喰らうが良いわ！」
「ゲグゼブ様の力の前じゃあ、てめぇらなんざ虫けら同然よ、
げひゃっひゃっはぁ！」
またＰＣたちがゲグゼブに訊ねるならば、ゲグゼブは「冥土の
土産」に計画の全てを誇らしげに語る。

戦術
ゲグゼブはヴェクシング・クラウドを使用し、しかる後に遠隔攻
撃をする PC に対し優先的にブラインディング・ヘクスを使用する。
またゴブリンのちんぴらを 1 体、常に目の前に置き、自分に攻
撃がきたらリード・フロム・ザ・リアを使用する。
自分に接近してくるＰＣにはスティンギング・ヘクスを使用する。



このエリアの情報

明るさ：” 明るい ” 光（遭遇１から進んだ場合、” 薄暗い ” 光）
樹木：樹木は移動の妨げにならないが、遮蔽を提供する。
川：川は移動の妨げになるほど深くない。ただし、岩も描かれて
いるマスは移動困難な地形として扱われる。
滝：二つの岩の間にある 5 つのマスは激流であり、移動困難な地
形として扱う。
魔法円：古代の魔法のルーンが描かれているが、現在では何の影
響もない。
瓦礫：枯れ枝や岩石からなるマスは移動困難な地形として扱う。

「少年と竜」

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

▼技能チャレンジ
状況

カシミアックスは捕らえられているが元気であること、助け出
せば戦力になることを伝える。

レベル：1（XP100）

複雑度：1（3 回失敗する前に 4 回成功させねばならない）。
各技能の使用にはマイナー・アクションを必要とする。
主要技能：
〈運動〉〈盗賊〉〈治療〉

〈盗賊〉（難易度 10）：縄を巧みにほどく。
〈運動〉（難易度 15）：力で縄を引きちぎる。
〈治療〉（難易度 10）：カシミアックスを起こす。カシミアックス
は気がつき、自力で縄を外そうと試みる。
副次技能：
〈看破〉
成功カウントには数えないが失敗してもカウントされない。成
功すると次の判定に +2。
〈看破〉（難易度 15）：縄の結び目、ほどき方を見極める。
成功：カシミアックスは自由になり、戦闘に参加する。
失敗：カシミアックスは戦闘終了時まで捕らえられたままである。

展開
ミンクは助け出された後大変感謝し、残り全財産を差し出そう
とする。
母竜が街に来ていることを聞くと大変驚き、母竜にカシミアッ
クスを返そう、という提案には最初子供らしく駄々をこねる。
しかしながらＰＣたちが言葉を重ねて説得すれば押し黙り、や
がて自分の手で返すことを決意する。
（「危ないから来なくて良い」というたぐいの言葉には頑として
反発する）
またカシミアックスに竜語で母親が来ていることを話すと、最初
はミンクの方をじっと見るがやがて母親に会いたい旨を態度で表す。
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遭遇 4：人間のクズたち
遭遇レベル２(524XP)

セットアップ
人間のクズ（K） 		

4体

人間の山賊（S） 		

2体

ジョン（人間の衛兵）（E） 1 体
ミンクを連れ帰路を急ぐ途中、ＰＣたちは人間のごろつき連中
の奇襲を受ける。
またジョンを連れていた場合、彼は裏切り、ごろつきたちに参
加する。
地図は『シャドウフェル城の影』付属のポスター・マップを使
用することができる。

人間の山賊は挟撃位置に動き、戦術的優位を得た上でデイジン
グ・ストライクを使用する。
ジョンはもっとも手ごわいと感じる相手、主に撃破役に対して
パワフル・ストライクを使用する。

このエリアの情報
明るさ：“ 明るい ” 光

街道と草地：路面は、土と砕けた石のかけらでできており、とこ
ろどころに旧街道の路床に使われていた古代の玉石が転がって
いる。道または草を含むマスは移動を妨げないし、視界に影響
を及ぼすこともない。
岩塊：岩塊はその背後に隠れているクリーチャーに視認困難と遮
蔽を提供する。さらに、岩塊は移動に関しては障害物として機
能する；クリーチャーは、岩塊を含むマスに直接移動すること
はできない。
岩塊は高さ 5 フィートである。岩塊の上に上るには、難易度

もう夕刻が迫っている。焦る君たちをあざ笑うかのように、
何者かが現れた！
「いやっはぁ！ しねぇ！」
どうやら全員人間のようだ。見ただけで、人間のクズども
であることがわかる。
「おっと、動かないでもらいましょうか」
背中から声がかかる。ジョンの声だが、今までと口調が変
わっている。
「その竜を売ればそりゃあもう、一生遊べるくらい、たっぷ
りと金が手に入るんですよ。

10 の〈運動〉判定に成功し、4 マス分の移動を行わなければな
らない。岩塊の上にいるキャラクターは他の岩塊の上に移動す
ることができる；この際、岩塊の上は移動困難な地形として扱
うこと。
草むら：街道の付近には、厚く生い茂った草むらが点在している。
こうしたエリアはやや見通しが悪いため、そのエリアの中から
外へ、あるいは外から中に対して攻撃を行う者に通常の遮蔽を
提供する。また、草むらに覆われたエリアは、移動困難な地形
として扱う。
墓石：墓石は、それがあるマスにいる者に遮蔽を提供する。

母親なんかに返してもらっちゃあ困るんでね
なぁに、おとなしく渡してもらえればこいつらだって（と
人間のクズをあごでしゃくる）危害は加えませんよ」
「ジョンの兄貴、お、おれもうガマンできねぇ！」

戦術

展開
ジョンは残りＨＰが４分の１になる、あるいは味方が全て倒れ
た時点で降伏し、哀れっぽく命乞いをする。もしＰＣが武器を収め
るなら、すぐさま逃亡を始める。

人間のクズは何も考えずＰＣに襲い掛かる。
いずれにせよＰＣたちはぎりぎりの時間
に街へ到着する。
＜遭遇５＞に進むこと。



「少年と竜」

遭遇 5： 怒れる母竜
遭遇レベル６(1250XP)

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

▼技能チャレンジ：レゼイアの説得
レベル：1（XP200）
複雑度：2（3 回失敗する前に 6 回成功させねばならない）。

セットアップ

ＤＭ向けアドバイス

レゼイア（アダルト・ホワイト・ドラゴン）（R）1 体

この技能チャレンジは、このシナリオのクライマックスとな
基本的には戦闘を想定していないので、マップは用意していない。
もし戦闘になった場合、どのマップを使用しても良い。遭遇１
のマップでも構わないし、DM が自由に選んでも良い。

戦術
もし戦うことになった場合、レゼイアは怒りに任せ、ＰＣを正
面から攻撃する。

このエリアの情報

明るさ：” 明るい ” 光（日没直後でまだ明るい）
この遭遇に入り次第、下記を読み上げること。

る重要な場面です。
プレイヤーには単に技能を使わせるのではなく、「どのように
ドラゴンに対するか」をできるだけロールプレイをしながら伝
えてもらいましょう。
技能は「どのような行為か」からＤＭが適切に判断してくだ
さい。
またうまい交渉材料を出してきたプレイヤーには、判定に +2
のボーナスを与えても良いでしょう。

主要技能：
〈威圧〉〈交渉〉〈治療〉〈はったり〉
〈交渉〉（難易度 10）：レゼイアに事情を説明する。
〈治療〉（難易度 10）：ミンク、カシミアックスを〈治療〉するこ

人々の避難は終わっていないようだ。
右往左往する人々のうちの一人が突然叫び声をあげると、
家の中に駆け込んだ。
すぐに異変に気付いた人々が悲鳴をあげて逃げ惑う中、恐

とでレゼイアに敵対の意思のないことを伝える。
〈威圧〉（難易度 15）：レゼイアにＰＣたちの脅威を見せつけ、手
を出すことが得策ではないと思わせる。
〈はったり〉（難易度 15）：レゼイアを騙そうと試みる。

ろしい白竜が旋回しながら広場に下りてくる。
「ぼくがカシミアックスを連れてきたんだ、だからぼくがお
母さんに返す！」
ミンクは言うやいなや、白竜の元へ走っていった。

副次技能：
〈看破〉〈魔法学〉
成功カウントには数えないが失敗してもカウントされない。成
功すると次の判定に＋ 2。
〈看破〉
（難易度 10）
：レゼイアの様子を見て有効な交渉内容を探る。

ＰＣの対応により、以下のように展開が分かれる。
・ミンクを見守る／後から追いかけた場合：
まずミンクがカシミアックスを両手に高く掲げる。
レゼイアは近づくミンクをはたき、カシミアックスを受け止める。
ミンクは放物線を描いてスローモーションで落ちてくる。
カシミアックスは母の手から降り、ピクリともしないミンクに
寄り添う。
・ＰＣがミンクに追いすがり、かばうと宣言した場合：

〈魔法学〉（難易度 10）：ドラゴンの生態から有効な手段を考える。
成功：レゼイアはカシミアックスが無事であることを喜び、ＰＣ
たちに感謝を述べる。
失敗：レゼイアは怒り狂い、ただちにＰＣに向けブレス攻撃を使
用し、しかる後にカシミアックスを確保して去る。

結末
技能チャレンジに成功した場合、以下を読み上げること。

レゼイアはまっすぐＰＣに襲いかかろうとする。

幸いなことにミンクは命を落としていなかった。

カシミアックスがさっとその前に出て、レゼイアに竜語で叫ぶ。

カシミアックスとミンクは向かい合い、確かな友情と別れ

レゼイアはその様子を見て空中に留まる。

を告げる。
「ボク、
強くなるよ。大きくなったらきっとキミを迎えに行く！」

いずれにせよ、ここで技能チャレンジに入ることになるが、プ
レイヤーが望むならドラゴンとの戦闘に突入しても構わない。

「キシャー！ コロス！ コロス！」
暗くなる空の中、飛び立つ白竜の後姿をコボルドの少年は
ただ、じっと見つめ続けるのであった。
おめでとう、君たちはカルシャーダムの街を危機から救
い、・・・そして一人の少年の新たなる旅立ちを見届けた！
終
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NPC＆モンスター
データブロック
■共通

ミンク（雑魚コボルド）

レベル 1 雑魚
小型・自然・人型 XP25

イニシアチブ：＋3 感覚
〈知覚〉
＋1；暗視
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC：15；頑健11、
反応13、
意志11；後述のトラップ・センスも参照
移動速度：6
mジャヴェリン
（標準；無限回）
◆[武器]
＋5 対 AC；4ダメージ。
rジャヴェリン
（標準；無限回）
◆[武器]
遠隔10/20；＋5 対 AC；4ダメージ。
シフティ／素早いシフト
（マイナー；無限回）
コボルドは1マスのシフトを行うことができる。
トラップ・センス／罠感知
コボルドは罠に対するすべての防御値に＋2のボーナスを得る。
属性：無属性 言語：共通語、
竜語
技能：<隠密>＋4、<盗賊>＋4
【筋】
：８
（－1）【敏】
：16
（＋3）【判】
：12
（＋1）
【耐】
：12
（＋1）【知】
：9
（－1） 【魅】
：10
（＋0）
装備：ハイド・アーマー、ライト・シールド、ジャヴェリン3本

ジョン（人間の衛兵）
レベル 3 兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン XP150

イニシアチブ：＋5 感覚
〈知覚〉
＋6
hp：47；重傷値23
AC：18；頑健16、
反応15、
意志14
移動速度：5
mハルバード
（標準；無限回）
◆[武器]
間合い2；＋10 対 AC；1d10＋3ダメージ。目標は人間の衛兵の次のタ
ーンの終了時まで”マークされた状態”になる。
Mパワフル・ストライク／力強い打撃
（標準；再チャージ56）
◆[武器]
ハルバードが必要；間合い2；＋10 対 AC；1d10＋7ダメージ。目標は
倒れて伏せ状態になる。
（標準；無限回）
◆[武器]
Rクロスボウ
遠隔15/30；＋9 対 AC；1d8＋2ダメージ。
属性：無属性 言語：共通語
技能：
〈事情通〉
+7
【筋】
：16
（＋4）【敏】
：14
（＋3）【判】
：11
（＋1）
【耐】
：15
（＋3）【知】
：10
（＋1）【魅】
：12
（＋2）
装備：チェインメイル、ハルバード、クロスボウとボルト20本

カシミアックス ( ホワイト・ドラゴン・ワームリング ) レベル 1 暴れ役
小型・自然・魔獣（ドラゴン） XP200

イニシアチブ：＋0 感覚
〈知覚〉
＋6；暗視
hp：38；重傷値19；ブレス・ウェポン も参照
AC：13；頑健14、
反応12、
意志13
抵抗：
［冷気］
5
移動速度：5（氷渡り）
mバイト／噛みつき
（標準；無限回）
◆
［冷気］
＋4 対 AC；1d8＋4の［冷気］ダメージ。
mクロー／爪
（標準；無限回）
＋4 対 AC；1d8＋4のダメージ。
（標準；無限回）
Mドラゴンズ・フューリー／竜の怒り
ワームリングはクロー攻撃を2回行う。1体の目標に両方の攻撃ヒット
した場合、
同じ目標に対してバイト攻撃を1回行う。
cブレス・ウェポン／ブレス攻撃
（標準；再チャージ：最初に重傷になったとき）
◆
［冷気］
近接範囲・噴射4；＋2 対 ”反応”；3d6＋4の
［冷気］
ダメージ、
さらに目
標は減速状態および弱体化状態になる
（セーブ・両方とも終了）
。
属性：無属性 言語：竜語
技能：
〈運動〉
＋9
【筋】
：18
（＋4）【敏】
：10
（＋0）【判】
：12
（＋1）
【耐】
：18
（＋4）【知】
：10
（＋0）【魅】
：８
（－1）

カルシャーダムの衛兵、ジョン

■遭遇１

ゴブリンのちんぴら

レベル 1 雑魚
小型・自然・人型 XP25

イニシアチブ：＋3 感覚
〈知覚〉
＋1；夜目
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC：16；頑健12、
反応14、
意志11
移動速度：6；ゴブリン・タクティクス も参照
mショート･ソード
（標準；無限回）
◆[武器]
＋5 対 AC；4ダメージ
（ゴブリンのちんぴらが目標に対して戦術的優位
を有しているなら、5ダメージ）
。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法
（即応・対応、
自分に対する1回の近接攻撃がミスした際；無限回）
ゴブリンは1マスのシフトを行う。
属性：悪 言語：共通語、
ゴブリン語
技能：<隠密>＋5、<盗賊>＋5
【筋】
：14
（＋2）【敏】
：17
（＋3）【判】
：12
（＋1）
【耐】
：13
（＋1）【知】
：8
（－1） 【魅】
：8
（－1）
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード

ミンクとカシミアックス
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レベル 1 奇襲役
小型・自然・人型 XP100

イニシアチブ：＋7 感覚
〈知覚〉
＋1；夜目
hp：25；重傷値：12
AC：16；頑健12、
反応14、
意志11
移動速度：6；ゴブリン・タクティクス も参照
mショート･ソード
（標準；無限回）
◆[武器]
＋5 対 AC；1d6＋2ダメージ。
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
ゴブリンの黒刃使いは、
自分が戦術的優位を有している目標に対しては
常に追加で1d6ダメージを与える。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法
（即応・対応、
自分に対する1回の近接攻撃がミスした際；無限回）
ゴブリンは1マスのシフトを行う。
スニーキー／入れかわり
シフトを行う際、
このゴブリンは自分以下のレベルの味方の占めている
マスに入ることができる。その味方は、1回のフリー・アクションと
して、
このゴブリンが以前占めていたマス目にシフトする。
属性：悪 言語：共通語、
ゴブリン語
技能：<隠密>＋10、<盗賊>＋10
【筋】
：14
（＋2）【敏】
：17
（＋3）【判】
：12
（＋1）
【耐】
：13
（＋1）【知】
：8
（－1）【魅】
：8
（－1）
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード

■遭遇３

ゴブリンのちんぴら

レベル 1 雑魚
小型・自然・人型 XP25

イニシアチブ：＋3 感覚
〈知覚〉
＋1；夜目
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC：16；頑健12、
反応14、
意志11
移動速度：6；ゴブリン・タクティクス も参照
mショート･ソード
（標準；無限回）
◆[武器]
＋5 対 AC；4ダメージ
（ゴブリンのちんぴらが目標に対して戦術的優位
を有しているなら、5ダメージ）
。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法
（即応・対応、
自分に対する1回の近接攻撃がミスした際；無限回）
ゴブリンは1マスのシフトを行う。
属性：悪 言語：共通語、
ゴブリン語
技能：<隠密>＋5、<盗賊>＋5
【筋】
：14
（＋2）【敏】
：17
（＋3）【判】
：12
（＋1）
【耐】
：13
（＋1）【知】
：8
（－1）【魅】
：8
（－1）
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード

ゴブリンの狙撃手

レベル 2 砲撃役
小型・自然・人型 XP125

イニシアチブ：＋5 感覚
〈知覚〉
＋2；夜目
hp：31；重傷値：15
AC：16；頑健12、
反応14、
意志11
移動速度：6；ゴブリン・タクティクス も参照
mショート･ソード
（標準；無限回）
◆[武器]
＋6 対 AC；1d6＋2ダメージ。
rハンド･クロスボウ
（標準；無限回）
◆[武器]
遠隔10/20；＋9 対 AC；1d6＋4ダメージ。
スナイパー／狙撃手
ゴブリンの狙撃手は、隠れているときに行った遠隔攻撃がミスをしても、
隠れたままでいるものとみなされる。
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
ゴブリンの狙撃手が戦術的優位を有する目標に対して行うすべての攻
撃は＋1d6のダメージを与える。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法
（即応・対応、
自分に対する1回の近接攻撃がミスした際；無限回）
ゴブリンは1マスのシフトを行う。
属性：悪 言語：共通語、
ゴブリン語
技能：<隠密>＋12、<盗賊>＋12
【筋】
：14
（＋3）【敏】
：18
（＋5）【判】
：13
（＋2）
【耐】
：13
（＋2）【知】
：8
（0）【魅】
：8
（0）
装備：レザー・アーマー、
ショート・ソード、
ハンド・クロスボウとボ
ルト20本

ゴブリンの脳天割り

レベル 3 暴れ役
小型・自然・人型 XP150

イニシアチブ：＋3 感覚
〈知覚〉
＋2；夜目
hp：53；重傷値：26；ブラッディド・レイジ も参照
AC：16；頑健15、
反応14、
意志12
移動速度：5；ゴブリン・タクティクス も参照
mバトルアックス
（標準；無限回）
◆[武器]
＋6 対 AC；1d10＋5ダメージ、
重傷時は2d10＋5ダメージ。
ブラッディド・レイジ／重傷時の激怒
（重傷時）
ゴブリンの脳天割りはゴブリン・タクティクスを使用する能力を失い、
一番近い敵を攻撃することしかできなくなる。
攻撃の際、
突撃が可能なら必ず突撃する。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法
（即応・対応、
自分に対する1回の近接攻撃がミスした際；無限回）
ゴブリンは1マスのシフトを行う。
属性：悪 言語：共通語、
ゴブリン語
技能：<隠密>＋9、<盗賊>＋9
【筋】
：18
（＋5）【敏】
：14
（＋3）【判】
：13
（＋2）
【耐】
：13
（＋2）【知】
：8
（0）【魅】
：8
（0）
装備：チェインメイル、バトルアックス

ゲグゼブ（ゴブリンのまじない師）レベル 3 制御役（指揮）
小型・自然・人型 XP150

イニシアチブ：＋3 感覚
〈知覚〉
＋2；夜目
hp：46；重傷値：23
AC：17；頑健14、
反応15、
意志16
移動速度：6；ゴブリン・タクティクス も参照
mヘクサー・ロッド／まじない師のロッド
（標準；無限回）
◆[武器]
＋7 対 AC；1d6＋1ダメージ。
（標準；無限回）
Rブラインディング・ヘクス／目つぶしのまじない
遠隔10；＋7 対 頑健；2d6＋1ダメージ、
目標は盲目状態となる
（セーブ・
終了）
。
Rスティンギング・ヘクス／刺すように痛むまじない
（標準；再チャージ56）
遠隔10；＋7 対 意思；目標はもし目標自身のターン中に移動したなら
ば3d6＋1ダメージを受ける
（セーブ・終了）
。
Aヴェクシング・クラウド／苦しめ悩ます雲
（標準；維持・マイナ；遭遇毎）
◆
［区域］
遠隔範囲・爆発3・10マス以内；自動ヒット；区域内の敵はみな攻撃ロ
ールに－2のペナルティを受ける。この区域はゴブリンのまじない師
およびその味方に視認困難を提供する。ゴブリンのまじない師はマ
イナー・アクションによってこの区域を維持でき、
かつこれを最大5
マスまで動かすことができる。
Rインサイト・ブレイヴァリ／勇ましい攻撃の呼びかけ
（即応・対応、1体の味方がゴブリン・タクティクス を使った時；無限回）
遠隔10；目標となった味方はさらに2マスぶんシフトして1回の攻撃を
行う。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法
（即応・対応、
自分に対する1回の近接攻撃がミスした際；無限回）
ゴブリンは1マスのシフトを行う。
リード・フロム・ザ・リア／後方からの指揮
（即応・割込、
遠隔攻撃の目標となった時；無限回）
ゴブリンのまじない師は攻撃の目標を自分以下のレベルの隣接する味
方1体に変えてしまうことができる。
属性：悪 言語：共通語、
ゴブリン語
技能：<隠密>＋10、<盗賊>＋10
【筋】
：10
（＋1）【敏】
：15
（＋3） 【判】
：13
（＋2）
【耐】
：14
（＋3）【知】
：9
（0）
【魅】
：18
（＋5）
装備：革のローブ、ヘクサー・ロッド（まじない師のロッド）
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thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2011 Wizards of the Coast, Inc.
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■遭遇５

レゼイア ( アダルト・ホワイト・ドラゴン ) レベル 9 単独 暴れ役
大型・自然・魔獣（ドラゴン） XP2,000

ゲグゼブ（ゴブリンのまじない師）

■遭遇４

人間のクズ

レベル 2 雑魚
中型・自然・人型、ヒューマン XP31

イニシアチブ：＋1 感覚
〈知覚〉
＋0
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC：15；頑健13、
反応11、
意志11；モブ・ルール も参照
移動速度：6
mクラブ
（標準；無限回）
◆[武器]
＋6 対 AC；4ダメージ。
モブ･ルール／数だのみ
人間のクズは、
自分から5マス以内に少なくとも2体以上他の人間のクズ
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。
属性：さまざま 言語：共通語
【筋】
：14
（＋3）【敏】
：10
（＋1）【判】
：10
（＋1）
【耐】
：12
（＋2）【知】
：9
（0） 【魅】
：11
（＋1）
装備：クラブ

人間の山賊

レベル 2 遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン XP125

イニシアチブ：＋6 感覚
〈知覚〉
＋1
hp：37；重傷値18
AC：16；頑健12、
反応14、
意志12
移動速度：6
mメイス
（標準；無限回）
◆[武器]
＋4 対 AC；1d8＋1ダメージ。人間の山賊は1マスぶんシフトする。
rダガー
（標準；無限回）
◆[武器]
遠隔5/10；＋6 対 AC；1d4＋3ダメージ。
（標準；遭遇毎）
◆[武器]
Mデイジング・ストライク／幻惑打撃
メイスが必要；＋4 対 AC；1d8＋1ダメージ。目標は人間の山賊の次の
ターンの終了時まで幻惑状態となる。人間の山賊は1マスぶんシフト
する。
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
人間の山賊は、
自分が戦術的優位を有している目標に対する近接攻撃や
遠隔攻撃では常に追加で1d6ダメージを与える。
属性：さまざま 言語：共通語
技能：
〈隠密〉
＋9、
〈事情通〉
＋7、
〈盗賊〉
＋9
【筋】
：12
（＋2）【敏】
：17
（＋4）【判】
：11
（＋1）
【耐】
：13
（＋2）【知】
：10
（＋1）【魅】
：12
（＋2）
装備：レザー・アーマー、メイス、ダガー×4
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イニシアチブ：＋5 感覚
〈知覚〉
＋11；暗視
hp：408；重傷値204；ブラッディド・ブレス も参照
AC：21；頑健24、
反応19、
意志20
抵抗：
［冷気］
20
セーヴィング・スロー：＋5
移動速度：7
（氷渡り）
、
飛行7
（ホバリング）
、
野外飛行10
アクション・ポイント：2
mバイト／噛みつき
（標準；無限回）
◆
［冷気］
間合い2；＋12 対 AC；1d8＋5ダメージに加えて1d10
［冷気］
ダメージ
（機
会攻撃の場合は、
さらに追加で1d10
［冷気］
ダメージ）
。
mクロー／爪
（標準；無限回）
間合い2；＋12 対 AC；1d8＋5ダメージ。
（標準；無限回）
Mドラゴンズ・フューリー／竜の怒り
ドラゴンはクロー攻撃を2回行う。両方のクロー攻撃を同一の目標にヒ
ットさせた場合、
その目標に対して1回のバイト攻撃を行う。
cブレス・ウェポン／ブレス攻撃
（標準；再チャージ56）
◆
［冷気］
近接範囲・噴射5；＋10 対 ”反応”；4d6＋6
［冷気］
ダメージ、
さらに目標
は減速状態および弱体化状態になる
（セーブ・両方とも終了）
。
cブラッディド・ブレス／手負いのブレス
（フリー、
最初に重傷になった時点；遭遇毎）
◆
［冷気］
ドラゴンはブレス･ウェポンを再チャージし、
即座にそれを使用する。
cフライトフル・プレゼンス／畏怖すべき存在
（標準・遭遇毎）
◆
［恐怖］
近接範囲・爆発5；目標は敵のみ；＋10 対 ”意思”；目標はこのドラゴン
の次のターンが終了するまで朦朧状態になる。
後効果：目標は攻撃ロールに－2のペナルティを受ける
（セーブ・終了）
。
属性：悪 言語：竜語
技能：
〈運動〉
＋19
【筋】
：20
（＋9）【敏】
：12
（＋5）【判】
：14
（＋6）
【耐】
：22
（＋10）
【知】
：12
（＋5）【魅】
：10
（＋4）
※レゼイアは戦闘開始時、HP が重傷値の状態（HP204）である。そのため、
ブラッディド・ブレスの能力は使用することができない。

キャラクター名

女 エルフ クレリック/レベル１/無属性

“メローラよ・・・自然を守る者に加護を ! ”
能力値

修正値

筋力 10
耐久力 10
敏捷
知力

13
8

判断力 20
魅力 14

0
±0

AC

±

16

頑健 10

+1
‑1

反応 11

+5
+2

意思 17

イニシアチブ

取得済み技能

+1

〈看破〉 +10

移動速度
(マス数)

6

視界
夜目

〈交渉〉

+7

〈宗教〉

+4

〈治療〉 +10

言語
共通語＆
エルフ語

22

ヒットポイント
( 重傷 11 )
回復力

防御値

底力

5

装備品

標準冒険者キット
メイス

ロングボウ

チェインメイル
聖印

そのほかの装備

アクション・ポイント

近接基礎攻撃

標準 / 近接武器 / 無限回

ヒーリング・ワード

標準 / 遠隔武器 / 無限回

攻 撃 ： 使用者または爆発の範囲内にいる味方1人；
特 殊 ： このパワーは1遭遇につき2回使用できるが、1ラウンドには1回しか使用
できない。
効 果 ： 目標は1回ぶんの回復力を消費でき、それにより通常よりも1d6+5ポイント
多くhpを回復できる。

メイス：+2対ＡＣ；1d8ダメージ。

遠隔基礎攻撃
ロングボウ：遠隔20；+3対ＡＣ；1d10ダメージ。

セイクリッド・フレイム

標準/遠隔・5/無限回

目 標 ：クリーチャー1体；+5対反応；
ヒット：1d6+5の[光輝]ダメージ。使用者の視界内にいる味方1人は、2の一時的hpを
得るか、1回のセーヴィング・スローを行う。

ランス・オヴ・フェイス

標準/遠隔・5/無限回

目 標 ：クリーチャー1体；+5対反応；
ヒット：1d8+5の[光輝]ダメージ。使用者の視界内にいる味方1人は目標に対する次
の攻撃ロールに+2のパワー・ボーナスを得る。

マイナー/近接範囲・爆発5/遭遇毎

コーズ・フィアー

標準/遠隔・10/遭遇毎

攻 撃 ： クリーチャー1体；+5対意思；
ヒット：目標は使用者から遠ざかる方向に（自分の移動速度＋2）マス移動する。
目標は逃走の際、安全でないマスや移動困難な地形はできる限り避ける。
この移動は機会攻撃を誘発する。

エルブン・アキュラシィ

フリー/使用者/遭遇毎

効 果 ： 1回の攻撃ロールを再ロールする。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。

チャネルディヴィニティ：ターン・アンデッド

ガーディアン・オブ・フェイス

目 標 ： 目標：爆発の範囲内のアンデッドすべて；+5対意思；
ヒット：1d10+5の[光輝]ダメージ。使用者は目標を5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。

効 果 ： 使用者は射程内の1マスを占める 守護者 を創造する。毎ラウンド、使用者
は1回の移動アクションとしてこの守護者を3マスまで移動させることができる。
守護者はこの遭遇の終了時まで持続する。創造された守護者に隣接した状態で
自分のターンを終えた敵はみな、+5対頑健 の攻撃を受ける。この攻撃はヒッ
トすると1d8+5の[光輝]ダメージを与える。すべてのクリーチャーは 守護者 が
占めているマスを通過して移動することができる。

標準/近接範囲・爆発2/遭遇毎

チャネルディヴィニティ：ディヴァイン・フォーチュン

標準/遠隔・5/一日毎

フリー/使用者/遭遇毎

効 果 ： 使用者は次に行う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
了時までに行われたロールに限られる。

チャネルディヴィニティ：メローラズ・タイド

マイナー/遠隔・5/遭遇毎

目 標 ： 使用者か味方1体、目標は重傷でなければならない；
効 果 ： 目標はこの遭遇の終了時まで、あるいは重傷でなくなるまで、 再生2 を
得る。

そのほかの能力
集団警戒
5マス以内にいるエルフ以外の全ての
味方の〈知覚〉判定に+1
荒地渡り
シフトを行う際に移動困難
な地形を無視できる。

《メローラの潮流》
チャネルディヴィニティ：メローラズ
・タイド を得る
（適用済）

＊簡潔にするため、
いくつかのキャラクターの選択は、
このキャラクター・シートに記載していない。

キャラクター名

女 ドラゴンボーン パラディン/レベル１/善

“ 正義のためにはお金もいるのよ。”
能力値

修正値

筋力 16
耐久力 12

+3
+1

8
11

‑1
±0

判断力 14
魅力 18

+2
+4

敏捷
知力

AC

19

頑健 14
反応 13
意思 15

イニシアチブ

取得済み技能

‑1

移動速度
(マス数)

5

視界
通常

〈威圧〉

+6

〈看破〉

+7

〈交渉〉

+9

〈持久力〉 +5
〈宗教〉

言語
共通語＆
竜語
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ヒットポイント
( 重傷 13 )
回復力

防御値

+5

底力

6

装備品

ヘヴィ・シールド

標準冒険者キット
ウォーハンマー

聖印

スケイル・アーマー
そのほかの装備

アクション・ポイント

近接基礎攻撃

標準 / 近接武器 / 無限回

ウォーハンマー：+5対ＡＣ；1d10+3ダメージ。

ディヴァイン・チャレンジ

マイナー/近接範囲・爆発5/無限回

目 標 ：爆発の範囲内にいるクリーチャー1体；
使用者は目標を マーク 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。また目標は使用
者の次のターンの開始時以前に、使用者を目標に含まない攻撃を行うと、それ
がこの条件に当てはまる最初の攻撃であるならば、7[光輝]ダメージを受ける。
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 は終了する。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。

レイ・オン・ハンズ

効 果 ： 使用者は1回ぶんの回復力を消費するが、hpは回復しない。その代わり、目
標は1回ぶんの回復力を使用したかのようにhpを回復する。このパワーを使用
するためには、使用者の回復力が少なくとも1回ぶん残っていなければならな
い。このパワーは1日につき2回だけ使用できるが、1ラウンドに2回以上使用す
ることはできない。

エンフィーブリング・ストライク

標準/近接武器/無限回

目 標 ： クリーチャー1体；
攻 撃 ： +6対AC；
ヒット：1d10+4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

標準/近接武器/無限回

目 標 ： クリーチャー1体；
攻 撃 ： +6対AC；
ヒット：1d10+4ダメージ。使用者は2の一時的hpを得る。

チャネルディヴィニティ：ディヴァイン・ストレンクス

マイナー/使用者/遭遇毎

効 果 ： 使用者がこのターンに行う次の1回の攻撃のダメージに、+3の追加ダメー
ジを加える。

チャネルディヴィニティ：ディヴァイン・メトル

マイナー/近接範囲・爆発10/遭遇毎

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回のせーヴィング・スローを行う。このロールには使用者の+4の
ボーナスがつく。

チャネルディヴィニティ：アーマー・オヴ・バハムート
即応・割込/遠隔・5/遭遇毎

トリガー： 敵が君か味方1体に対して、クリティカル・ヒットを与える。
効 果 ： 君か射程内にいる味方1体に対するクリティカル・ヒットを通常のヒット
に変える。

シールディング・スマイト

標準/近接武器/遭遇毎

目 標 ： クリーチャー1体；
攻 撃 ： +6対AC；
ヒット：2d10+4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+2のパワー・ボーナスを得る。

ドラゴン・ブレス

マイナー/近接範囲・噴射3/遭遇毎

目 標 ： 噴射の範囲内のクリーチャー全て；
攻 撃 ： +5反応；
ヒット：1d6+1［冷気］ダメージ。

オン・ペイン・オブ・デス

標準/遠隔・5/一日毎

目 標 ： クリーチャー1体；
攻 撃 ： +4対意思；
ヒット：3d8+4ダメージ。目標は自分のターンに攻撃を行うと、
1ラウンドにつき1回、
1d8のダメージを受ける（セーヴ・終了）。；
ミ ス ： 半減ダメージ。目標は自分のターンに攻撃を行うと、
1ラウンドにつき1回、
1d4のダメージを受ける（セーヴ・終了）。
そのほかの能力

ドラゴンボーンの怒り
重傷時攻撃ロールに+1

《バハムートの鎧》
チャネルディヴィニティ：アーマー
・オヴ・バハムートを得る(適用済)

＊簡潔にするため、
いくつかのキャラクターの選択は、
このキャラクター・シートに記載していない。

キャラクター名

男 ヒューマン レンジャー/レベル１/無属性

“ この双剣でお前をレイブン・クイーン様の下へ送ってやろう。”
能力値

修正値

筋力 20
耐久力 10
敏捷
知力

14
8

判断力 11
魅力 10

+5
±0

AC

16

頑健 17

+2
‑1

反応 14

0
0

±

意思 11

±

イニシアチブ

取得済み技能

+2

〈運動〉

+9

(マス数)

〈隠密〉

+6

〈軽業〉

+6

視界
通常

〈自然〉

+5

〈知覚〉

+5

移動速度

6

言語
共通語＆
エルフ語
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ヒットポイント
( 重傷 13 )
回復力

防御値

〈地下探検〉 +5

底力

6

装備品

標準冒険者キット
シミター ×２

ハイド・アーマー
そのほかの装備

アクション・ポイント

近接基礎攻撃

標準 / 近接武器 / 無限回

シミター：+7対ＡＣ；1d8+6ダメージ。

ケアフル・アタック

標準/近接または遠隔武器/無限回

目 標 ：クリーチャー1体；
攻 撃 ： +9対AC；
ヒット：1d8+6ダメージ。

ツイン・ストライク

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 ： +7対AC；
ヒット：1d8+6ダメージ。

ジョーズ・オブ・ザ・ウルフ
標準/近接または遠隔武器/無限回

目 標 ：クリーチャー1体または2体；
攻 撃 ： +7対AC（主武器と副武器で1回ずつ）；
ヒット：1回の攻撃ごとに1d8ダメージ。

ヒット・アンド・ラン

ダイア・ウルヴァリン・ストライク 標準/近接範囲・爆発1/遭遇毎

標準/近接武器/無限回

目 標 ： クリーチャー1体；
攻 撃 ： +7対AC；
ヒット：1d8+6ダメージ。；
効 果 ： 使用者がこの攻撃を行った後、同じターンにおいて移動を行う場合、目標
に隣接したマスからの1マス目の移動は目標から機会攻撃を誘発しない。

標準/近接武器/一日毎

目 標 ： クリーチャー1体；
攻 撃 ： +7対AC（主武器と副武器で1回ずつ）；
ヒット：攻撃1回ごとに2d8+6（副武器は2d8+5）ダメージ。；
ミ ス ： 攻撃1回ごとに半減ダメージ。
そのほかの能力

狩人の獲物
1ターンに1回、
マイナー・アクション
で最も近い敵1体を指定する。1ラウ
ンドに1回、君の攻撃が目標に攻撃が
ヒットすると、追加で1d6ダメージ。

《二刀流》適用済
《追加hp》適用済
《二刀の守り》適用済

最接近射撃
目標に対して君よりその目標の近く
にいる味方が存在しないなら、遠隔
攻撃ロールに+1。

＊簡潔にするため、
いくつかのキャラクターの選択は、
このキャラクター・シートに記載していない。

キャラクター名

男 ヒューマン ウォーロック/レベル１/無属性

“ 焼き尽くす！
能力値

修正値

筋力 10
耐久力 20

0
+5

+2
±0

判断力 8
魅力 11

‑1
±0

14

頑健 16
反応 14
意思 12

イニシアチブ

取得済み技能

+2

〈威圧〉

移動速度
(マス数)

+5

〈事情通〉 +5

6

〈盗賊〉

視界
通常

+7

〈はったり〉 +5
〈魔法学〉 +5

言語
共通語＆
竜語

32

ヒットポイント
( 重傷 16 )
回復力

防御値

AC

±

14
10

敏捷
知力

燃やし尽くす！”

底力

8

装備品

標準冒険者キット

ロッド

レザー・アーマー
スピア

そのほかの装備

アクション・ポイント

近接基礎攻撃

標準 / 近接武器 / 無限回

スピア：+2対ＡＣ；1d8+1ダメージ。

遠隔基礎攻撃

標準/遠隔・10/無限回

フレイム・オブ・プレゲトス

標準/遠隔・10/一日毎

目 標 ： クリーチャー1体；+5対反応；
ヒット：3d10+5の[火]ダメージ。；
効 果 ： 目標は継続的[火]ダメージ5を受ける（セーヴ・終了）。

エルドリッチ・ブラスト：+5対反応；1d10+5ダメージ。

ダイア・レイディアンス

標準/遠隔・10/無限回

目 標 ：クリーチャー1体；+5対頑健；
ヒット：1d6+5の[光輝]ダメージ。目標が次の自分のターンに使用者に近付くような
移動を行ったなら、目標は1回だけ1d6+5の追加ダメージを受ける。

ヘリッシュ・リビューク

標準/遠隔・10/無限回

目 標 ：クリーチャー1体；+5対反応；
ヒット：1d6+5の[火]ダメージ。使用者の次のターンの終了時までに使用者がダメー
ジを受けたなら、目標は1回だけ追加で1d6+5の[火]ダメージを受ける。

ディアボリック・グラスプ

標準/遠隔・10/遭遇毎

目 標 ： サイズ分類が大型以下のクリーチャー1体；+5対頑健；
ヒット：2d8+5ダメージ。使用者は目標を2マス横滑りさせる。

そのほかの能力

地獄の契約/暗黒の祝福
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
たとき、即座に1の一時的hpを得る。

最接近射撃
自分よりその目標の近くにいる味方
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。

ウォーロックの呪い
1ターンに1度、1回のマイナー・アク
ションとして、最も近い敵1体に
ウォーロックの呪い をかける。
呪いをかけた敵にダメージを与えた
なら、1ラウンドに一回、追加1d6ダ
メージ。

影歩き
ターンの開始時から少なくとも3マス
離れた位置に移動したなら、次のター
ンの終了時まで視認困難を得る。
《移動時の守り》
機会攻撃に対するACに+2
《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、攻撃ロール
に+3。

＊簡潔にするため、
いくつかのキャラクターの選択は、
このキャラクター・シートに記載していない。

キャラクター名

男 ハーフエルフ ウォーロード/レベル１/善

“行け、
今だ！ 私に続け！
！”
能力値

修正値

筋力 16
耐久力 14
敏捷
知力

10
12

判断力 8
魅力 18

+3
+2

AC

17

頑健 14

0
+1

±

反応 12

‑1
+4

意思 15

イニシアチブ

取得済み技能

±0

〈運動〉

移動速度
(マス数)

+7

〈交渉〉 +11

5

〈持久力〉 +6

視界
夜目

〈治療〉

+4

言語
共通語＆
エルフ語＆
ゴブリン語
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ヒットポイント
( 重傷 13 )
回復力

防御値

底力

6

装備品

標準冒険者キット

ライト・シールド

ロングソード

チェインメイル
そのほかの装備

アクション・ポイント

近接基礎攻撃

標準 / 近接武器 / 無限回

ロングソード：+6対ＡＣ；1d8+3ダメージ。

コマンダーズ・ストライク

標準 / 近接攻撃 / 無限回

攻 撃 ：使用者の間合い内にいる味方が目標に対して1回の近接基礎攻撃を行う。
ヒット：その味方の基礎攻撃のダメージに+1。

フューリアス・スマッシュ

標準 / 近接攻撃 / 無限回

攻 撃 ：+6対頑健
ヒット：3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。

ハンマー・アンド・アンヴィル

標準/近接武器/遭遇毎

目 標 ： クリーチャー1体；
攻 撃 ：+6対反応；
ヒット：1d8+3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う。味方のこの攻撃のダメージに+4。

バスチョン・オヴ・ディフェンス

一日毎

目 標 ： クリーチャー1体；
攻 撃 ：+6対AC；
ヒット：3d8+3ダメージ。使用者から5マス以内にいるすべての味方は、この遭遇の
終了時まですべての防御値に＋1のパワー・ボーナスを得る。；
効 果 ： 使用者から5マス以内にいるすべての味方は、9点の一時的hpを得る。

インスパイアリング・ワードマイナー/近接範囲・爆発5/遭遇毎
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でき、それにより通常よりも1d6ポイント多
くヒット・ポイントを回復できる。
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。

タイド・オブ・アイアン

標準/近接武器/遭遇毎

目 標 ： クリーチャー1体；
攻 撃 ：+6対AC；
ヒット：1d8+3ダメージ。目標のサイズ分類が使用者より1段階大きいかそれ以下で
あるなら、使用者は目標を1マス押しやる。使用者はそれまで目標が占めてい
たマスにシフトすることができる。

そのほかの能力
集団交渉術
10マス以内の味方に〈交渉〉+1
戦闘指揮官
10マス以内の仲間と自分のイニシア
チブに+2
鼓舞の威風
君を見ることができる味方1人が追加
のアクションを得るためにアクショ
ン・ポイントを消費した際、その味
方は4hp回復する。

《鼓舞による快復》
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
際、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
を加えることができる。

＊簡潔にするため、
いくつかのキャラクターの選択は、
このキャラクター・シートに記載していない。

キャラクター名

女 ティーフリング ウィザード/レベル１/無属性

“ 私の地獄の業火と冷気の前には敵はいない。”
能力値

修正値

筋力
8
耐久力 11
敏捷
知力

10
20

判断力 14
魅力 12

‑1
±0

AC

15

頑健 10

0
+5

±

反応 15

+2
+1

意思 14

イニシアチブ

取得済み技能

±0

移動速度
(マス数)

6

〈看破〉

+7

〈自然〉

+7

〈魔法学〉 +10

視界
夜目

〈歴史〉 +10

言語
共通語＆
竜語

21

ヒットポイント
( 重傷 10 )
回復力

防御値

底力

5

装備品

オーブ

標準冒険者キット
スタッフ

クロース・アーマー
そのほかの装備

アクション・ポイント

近接基礎攻撃

標準 / 近接武器 / 無限回

スタッフ：+1対ＡＣ；1d6‑1ダメージ。

スコーチング・バースト

標準/遠隔範囲・爆発1・10マス以内/無限回

目 標 ：爆発の範囲内のクリーチャーすべて；+6対反応；
ヒット：1d6+6の[火]ダメージ。

レイ・オヴ・フロスト

標準/遠隔・10/無限回

目 標 ：クリーチャー1体； +5対頑健；
ヒット：1d6+5の［冷気］ダメージ。
目標は使用者の次のターンの終了時まで減速状態となる。

インファーナル・ラス

フリー・アクション/近接範囲・爆発10/遭遇毎

トリガー：使用者から10マス以内の敵が、使用者にヒットを与える；
目 標 ：爆発の範囲内の、トリガーを発生させた敵1体；
効 果 ： 目標は1d6+6の［火］ダメージを受ける。

アイシー・テレイン 標準/遠隔範囲・爆発1・10マス以内/遭遇毎
攻 撃 ： 爆発の範囲内のクリーチャーすべて；+5対反応；
ヒット：1d6+5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。

スリープ

標準/遠隔範囲・爆発2・20マス以内/一日毎

目 標 ： 爆発の範囲内のクリーチャーすべて；+5対意思；
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）。

フレイミング・スフィアー

標準/遠隔・10/一日毎

目 標 ： 炎の球体に隣接するクリーチャー1体；+6対反応；
ヒット：2d6+6の[火]ダメージ。；
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+6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。；
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回攻撃を行わせる
ことができる。
そのほかの能力
手負い狩り
重傷の敵への攻撃+1
[火]に対する抵抗5
《儀式取得者》以下の儀式を修得済。
・テンサーズ・フローティングディスク
・コンプリヘンド・ランゲージ
・メイク・ホウル
《地獄の業火の血統》［火］あるいは
［恐怖］のキーワードを使用する際
の攻撃ロールとダメージ・ロールに
+1のボーナスを得る（適用済）。

秘術装具体得（オーブ）
1つの遭遇毎に1回フリーアクション
として君はオーブを用いて以下の2つ
の効果のいずれかを得ることができる。
・君が1つのウィザード呪文（対象がセー
ヴィング・スローに成功するまでその
効果が持続するものに限る）をかけた
クリーチャーを1体指定する。
そのクリー
チャーは、その呪文の効果に対して行
う次の1回のセーヴィング・スローに、
‑2ペナルティを被る。
・君はウィザードの無限回の呪文によっ
て創り出され、君のこのターンの終了
時にその効果が終了する1つの効果の持
続時間を延長させることができる。そ
の効果の持続時間は君の次のターンの
終了時までとなる。

＊簡潔にするため、
いくつかのキャラクターの選択は、
このキャラクター・シートに記載していない。

