
冒険の背景

このシナリオは６レベルパーティ 5 人向けにデザインされて

います。このシナリオを始めるにあたって、D&D 第 4 版のコア

ルールブックおよび『エベロン・プレイヤーズガイド第 4 版』と

『エベロン・キャンペーンガイド第 4 版』を必要とします。また、

D&D 第 3.5 版の『エベロン・ワールドガイド』も役に立つでしょう。

特に、本シナリオに登場するディマイズ、ハラス・マーテンといっ

た NPC は『エベロン・ワールドガイド』に詳しく記述されています。

また、ディマイズについては第 4 版用シナリオ『失われし王冠を

求めて』にも登場します。

なお、このシナリオはかつてホビージャパン・コンベンション

の D&D 第 3.5 版用に作成されたシナリオを D&D 第 4 版用にリメ

イクしたものです。

かつて、ベレンド・ブランドは翠玉爪騎士団の一員だった。１０

年前、エルデン・リーチでの任務の中で、彼はローザという女性と

知り合った。やがて、二人は愛し合うようになったが、それには障

害もあった。最大の問題はローザが普通の人間ではないことだった。

彼女はコーヴェアでは殆ど絶滅したライカンスロープの生残りだっ

たのである。彼女はシルヴァー・フレイム教会のライカンスロープ

撲滅運動の末に、別の次元界（“ 黄昏の森 ” ラマニア）に逃げ延び

たライカンスロープたちの子孫なのである。彼女はラマニアがエベ

ロンに隣接した時に、“ 黄昏の門 ” を通ってエベロンへとやって来

た。彼女の祖先たちの故郷であるエベロンを一目見る為であった。

そして、その時、ベレンドと出会った。

もう一つの問題はベレンドの属する翠玉爪騎士団にあった。ロー

ザの正体に気がついた翠玉爪騎士団は彼女を利用する計画を立て始

めた。それを察したベレンドは、翠玉爪騎士団から脱走し、ローザ

とともにブレランドへ亡命した。

暫くの間、二人はブレランドのブラックピット村で平和に暮ら

していた。しかし、６年前に、すべてが変わった。ブラックピット

村へ逃走して来た強盗たちが、たまたま出くわしたローザを襲撃し

たのである。襲われたローザはワーウルフに変身して彼らを撃退し

たが、その瞬間を、強盗たちを追って来たシルヴァー・フレイム

教会のパラディンに見られてしまったのだ。ローザはその場でパラ

ディンの剣の前に倒れた。

ローザを失ったベレンドは、その累が幼い娘にまで及ぶことを

恐れ、ブラックピット村を離れ、塔の街シャーンへと逃れた。幸い、

娘のネブラにはライカンスロープの兆候は見られなかった為、親子

は安全に過すことができた。──これまでのところは。

最近になって、ベレンドは恐れていた時が来たことを知った。

娘のネブラが満月期になると発作を起こすようになったのだ。穏や

かに寝ていると思ったら、突然、獣のような声を上げ始め、歯と爪

が鋭くなり、何かの衝動に狩られるように暴れ始めるようになった。

その様子はシフターのシフティング能力に似ていたが、ネブラには

全く自覚がなく、記憶にも残っていないようだった。

ベレンドは、このまま放置すれば、何れ娘が完全なライカンス

ロープになってしまうのではないかと危惧している。彼は娘を救う

為に取れる手だてはすべて試みたが、どれも上手くいかなかった。

ライカンスロープについて研究するうちに、彼はあるシフターが

“ ラマニアの呪い ” と呼ばれる症状を見せたことを知った。“ ラマ

ニアの呪い ” は、シフターがシフティングの能力を使った時に、そ

れに応じて体があたかも動物のように変化してしまうものだった。

ベレンドはそのシフターについて調べた結果、そのシフターが今は

何処にいるのかは判らなかったが、“ ラマニアの呪い ” を解く為に

各地へ旅をし、最後にエルデン・リーチにあるシフターたちの集落

ウルフズ・パウへ向かったこと、そこから帰って来た時には “ ラマ

ニアの呪い ” が解けていたらしいことを知った。ネブラはシフター

ではないが、生来のライカンスロープと人間との混血であり、ある

意味ではシフターに似ていると言える。ベレンドは “ ラマニアの呪

い ” を解いた方法ならば、彼女の娘も救えるのではないかと考えて

いる。

ベレンドが目的を果たすには、1 つ障害がある。かつて、彼が所

属していた翠玉爪騎士団が、彼に気がついたのである。今や、翠玉

爪騎士団は脱走者のベレンドとその娘に注目している。ローザの娘

もまたライカンスロープであるかも知れないからだ。もし、そうな

らば、ネブラを手に入れれば、武器として利用できるかも知れない。

そうでなくても、脱走者をそのままにしておく法は無いだろう。
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翠玉爪騎士団がローザとその娘を狙う理由は、ローザがある特

別なライカンスロープの一族だからである。

通常、ライカンスロープは遺伝によってのみ受け継がれる。し

かし、極まれに変身以外の手段でライカンスロープを他の自然起源

の人型生物に “ 感染 ” させる種が存在する。このような感染を “ ラ

イカンスロピーの呪い ” あるいは “ 月の呪い ” と呼ばれる。このよ

うな呪いを感染させる能力を持つライカンスロープは、ただ相手を

傷つけるだけでライカンスロープを感染させる可能性がある。

ローザはこの “ 月の呪い ” を持つワーウルフの一族であり、翠玉

爪騎士団はその能力に目をつけたのである。

この冒険は、PC たちは翠玉爪騎士団に襲撃されていたベレンド
とネブラの親娘を助けることから始まる。ネブラの秘密を知った
PC たちは、これをきっかけに雇われることになる。PC たちは、飛
空艇 “ フライング・ピッグ ” 号の船長を探し出し、彼の飛空艇でエ
ルデン・リーチのウルフズ・ポーへ向かう。そして、森の奥で “ 黄
昏の門 ” を発見するだろう。

シルヴァー・フレイム教会とPC
シルヴァー・フレイム教会に属する PC は本シナリオにおいてベ

レンド親子の扱いに困るかもしれない。
しかし、厳密にはライカンスロープと人間の混血である子供を

殺したり、教会に引き渡すことが必ずしもシルヴァー・フレイムの
教えに沿った行いであるわけではない。

シルヴァー・フレイムの中心教義の 1 つは気高く生きることで
あり、助けを求める親子、特に子供を見捨てるような行為はこれに
背くことである。逆に、このような重責を負った子供を救い、正し
き道へと導くことはまことに気高い行いと言えるだろう。

また、シルヴァー・フレイムがかつて行ったライカンスロープ
狩りはシルヴァー・フレイムの中でも熱狂的な過激派に属する一派
の主導で行われたものと言われている。現在でも、シルヴァー・フ
レイムのうち過激派に属するものであれば相手が子供とはいえ過酷
な処断を下すかもしれない。また、シルヴァー・フレイムの中には
自身の地位と権力を高めることに躍起になっている不心得者も残念
なことに存在する。そのような人々の手にベレンド親子を受け渡せ
ば、親子にとって不幸な結末が待っていることは火を見るよりも明
らかである。

シルヴァー・フレイムに属する PC が気高いキャラクターならば、
このような過酷な運命にベレンド親子を投げ入れることはしないだ
ろう。

もし、シルヴァー・フレイムに属する PC が親子の扱いで迷って
いるようならば、DM は適切な助言を与えるとよいでしょう。

シフターのPC
シルヴァー・フレイムのライカンスロープ狩りの影響はシフター

にも及んだ。ライカンスロープ狩り自体は既に終わったとはいえ、
一部のシフターたちは今でもそのことを覚えているか、親から伝え
聞いている。

ライカンスロープ狩りは過激派が中心となって進めたため、特
に熱心なシルヴァー・フレイムの過激派は少しでもライカンスロー

プの疑いがあれば厳重に取り締まっていたかも知れない。また、中
には自分の出世のために、より多くの手柄を立てるべく、シフター
まで狩りたてたものもいるだろう。

もし、PC にシフターが含まれているのであれば、DM はその PC
にシフターの視点からのライカンスロープ狩りの時代に行われたシ
フターへの迫害を伝えると良いでしょう。

PC たちはライトニング・レイルに乗って、“ 塔の街 ” シャーンへ

やって来た。途中、彼らはベレンド・ブランドとその娘を翠玉爪騎

士団の襲撃から助けており、その際に彼らに雇われている。

ここでは、以下のようなイベントが用意されている。

・ ハセリルでライトニング・レイルに乗ろうとしていたベレンド・

ブランドとその娘を助ける。

・ ライトニング・レイルの中で、ベレンドの娘の秘密を知る。

・ グリッターダスト・ナイトクラブで飛空艇フライング・ピッグ

号のキャプテンについての情報を得る。

オープニング：ハセリル駅
窓から暗くなり始めた空に浮かぶように、高くそびえる塔

の数々が見える。数千フィートにも及ぶ高さの塔の数々は、

まるで１つの巨大な建造物のように見える。

── “ 塔の街 ” シャーン。コーヴェア大陸最大の都市。

貴方たちの乗ったライトニング・レイルは、今まさに、シャー

ンに到着しようとしていた。一風変わった雇い主とともに。

貴方たちが彼らと出会ったのは昨日の朝のことだった。ブ

レイ湖での冒険が不発に終わり、ハセリルからシャーンまで

ライトニング・レイルで帰ろうとしたときのことだ。貴方た

ちはハセリル駅で、親子連れと思われる２人が、何者かに襲

撃されているのを目撃した。少女の悲鳴に、貴方たちは親子

を救うべく、現場へと駆けつけた。

遭遇 1：ハセリル駅を参照のこと。

無事、ベレンド親子を助けることができたら、以下を読み上げ

ること。

「ああ、丁度いい時に来てくれました。ありがとうございま

す、助かりました」

貴方たちが助けたうちの親と思われる男の方が口を開いた。

「ほら、ネブラ。お前もお礼を言いなさい」

男に言われて、その後ろに隠れるようにしがみついていた

少女が、少し怯えながらも顔を出すと、ぺこりと頭を下げた。

「・・・ありがとう」

　と、その時だ。ライトニング・レイルの発車を告げるベ

ルがけたたましく鳴り響いた。

「ああ、行けない。出発の時間ですね。詳しい話は車内で。

今は急ぎましょう」

月の呪い

冒険の概要

第一部 “ 塔の街 ” シャーン
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 「彼方からの声」

ライトニング・レイルに乗り込んだ貴方たちは、食堂車に

場所を移した。窓から外を見ると、ライトニング・レイルがゆっ

くりとプラットホームから離れるのが見える。輝く稲妻がラ

イトニング・レイルと導線石との間を走り、車両を囲むよう

にリングを形成する。輝く稲妻の輪を纏いながら、ライトニ

ング・レイルが出発する。

「改めてお礼を述べさせてください。私の名はベレンド・ブ

ランド。この子は娘のネブラ。先ほどは危ないところを助け

て頂いて、ありがとうございます」

そう言って、ベレンド・ブランドと名乗った男は頭を下げた。

「もうお気づきのことかもしれませんが、先ほど私を襲った

連中は、翠玉爪騎士団の手のものです。実は、私は１０年前

までは、彼らと同じ翠玉爪騎士団の一員でした。一員と言っ

ても、私は研究者でして、戦うことは全くの専門外です。そ

れでも、騎士団の一員として、幾つかの計画に関わっていま

した。

しかし、１０年前に、ある女性と出会ったことがきっかけで、

翠玉爪騎士団を抜けました。彼女は、私に人を愛する心を教

えてくれたのです。私は騎士団よりも、彼女を選んだのです。

それ以来、この国で大人しく生活していたのですが、とうとう、

追っ手に見つかってしまいました。捕まる前に逃げようとし

たのですが、その前に襲われたところをあなた方に助けて頂

いたのです」

そう言って、ベレンドは深く頭を下げた。

もし PC たちが更に尋ねてくるようならば、ベレンドは基本的に

本当のことを話す。しかし、自分の妻がライカンスロープであった

こと、そして、娘にもその兆候が現れ始めていることを話すことは

ない。

以下は、想定される質問と回答例である。

妻はどうしたのか？：「亡くなりました。数年前に、強盗に襲撃さ

れたのが原因で」

妻の名前は？：「ローザ」

妻も翠玉爪騎士団と関係があるのか？：「妻は全く関係ありません」

何故、翠玉爪騎士団を抜けたのか？：「陰謀や殺しの計画に加わる

のが嫌になったからです。家族と静かに暮らしたかったのです」

何故、翠玉爪騎士団は貴方を狙うのか？：「脱走者を許してくれる

ほど甘い組織ではありません」

10 年も追われていたのか？：「私はそれほどの重要人物ではあり

ません。数日前、たまたま、街で昔の同僚の姿を見かけてしまっ

たので、その時に向こうも気づいたのでしょう。直ぐに切符を

手配して逃げようとしたのですが、その前に襲われてしまった

というわけです」

また襲われると思うか？：「判りません。気づかれた以上は追っ手

がかかる可能性は高いかもしれません」

何処へ行くのか？：「シャーンに」

もし、PC たちが自分たちを護衛に雇わないかと持ち掛ければ、

ベレンドは少し考えてから、

「判りました。余り多くは出せませんが、1 人 50gp でお願いで

きますか？」と返答する。さらに、報酬を引き上げようとするなら

ば、〈交渉〉判定（難易度１8）に成功すれば 100gp まで引き上げる。

場合によっては、ベレンドの方から、シャーンまで護衛の依頼

をしても良いだろう。依頼を引き受けた場合、この依頼は副次クエ

ストとして扱う。

副次クエスト：ベレンド親子をシャーンまで安全に連れて行く。

クエスト経験点：750xp（5 人の場合）

この間、ネブラの方はしきりに PC たちに話しかける。彼女は

ウォーフォージドを観た事が殆どない為、パーティにウォーフォー

ジドがいる場合は、やたらと興味を持って話しかける。「ねぇ、そ

の鎧は脱がないの？」「鎧の中には何があるの？」「おじさん・・・、

それとも、おばさん？」「水浴びをしたら、錆びちゃうの？」「ご飯、

美味しい？　これも食べる？　はい、あーん」などなど。

何れの場合も、ブランド親娘は食事が終わると客車へ戻る。ベ

レンド・ブランドは娘と同じ客室で、PC たちの客室の隣になる。

その夜──

ベレンド・ブランドの客室から叫び声が聞こえる。〈知覚〉判定（難

易度 5）に成功したキャラクターは叫び声に気がつく。ベレンドの

客室へ行った場合、部屋には鍵が掛かっておらず、直ぐに開けるこ

とができる。扉を開けたら、以下を読むこと。

部屋の中には思いがけない光景が広がっていた。ベレンド

が犬・・・いや、小さな狼に襲われているのだ。狼はベレン

ドに噛みつこうとしているが、後少しのところで牙が届かず

にいる。部屋にはベレンドと狼しか居らず、ネブラの姿は無い。

君たちが入ってくるのを見ると、ベレンドは叫ぶ。

「殺さないでくれ！　娘なんだ！」

ネブラに宿るライカンスロープの血はいよいよ強く目覚め、満

月の夜に狼形態へと変貌するに至った。しかし、ネブラの精神は半

分眠っており、獣の本能でのみ動いている。子供であるネブラには

自分の変化がまだ理解できず、その変身能力もコントロールされて

いない、衝動的なものに過ぎない。

ネブラは変身している間の記憶をはっきりと覚えていない。

遭遇 2：月の子の目覚めを参照のこと。

ネブラを取り押さえることに成功した場合。

ベレンドは直ぐに、荷物から口輪を取り出し、狼になったネブ

ラに取り付ける。加えて、丈夫な革製の手かせと足かせを取り付け

て、ベッドに寝かしつける。ネブラを完全に取り押さえることがで

きたら、以下を読むこと。

「すみません。助かりました」

ベレンド・ブランドが “ 娘 ” を寝台に載せて行った。

「皆さんに、お願いがあります。どうか、娘のことは黙って

いては貰えませんか？　既に察しのことと思いますが、娘は
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ライカンスロープの血を引いているのです。私は純粋な人間

ですが、妻はワーウルフだったのです。いわば、ネブラはワー

ウルフと人間の混血です。

今までは、ネブラにライカンスロープの兆候は見られませ

んでした。だから、私も安心していたのですが、最近になって、

満月期になると爪や犬歯が伸びるようなり、獣じみた唸り声

をあげるような発作を見せるようになったのです。ここまで

大きく変化したのは、流石に初めてだったので、みっともな

いところをお見せしてしまいました。

幸い、娘の半分は普通の人間です。ひょっとすると、助け

られるかも知れないのです。だから、どうか、このことは黙っ

ては頂けませんか？

いえ、寧ろ、あなた方のお力をお貸し願えませんか？　お

礼はお支払いします。どうか、私たち親子を助けて下さいま

せんか？」

聞かれれば、ベレンドは PC の質問に正直に答える妻や娘のこと

も含めてである。想定される質問と、その回答例を以下に示す。

何故、助けが必要なのか？：「娘がこのような状態では、夜間、１

人で放っておくわけには行きません。そのうえ、翠玉爪騎士団

の追っ手がまだ来る可能性もあります。こうなると、私１人の

手には余ります。かといって、ライカンスロープ絡みとなると、

滅多に人には相談できません。何しろ、シルヴァー・フレイム

教会のライカンスロープ撲滅運動は有名ですから。事態を知っ

ているあなた方にしか頼めないのです」

ネブラを助けられると考える根拠は？：「ネブラは半分人間で、生

まれたときからライカンスロープの兆候があったわけではあり

ません。どうしてこのようになってしまったのか、私も手を尽く

して調べたのですが、一つ、興味深い現象がありました。それ

は “ ラマニアの呪い ” として知られている極めて珍しい現象です。 

“ ラマニアの呪い ” とはあるシフターに見られた症状で、あ

る特殊なラマニアの顕現地帯で生まれたシフターが、顕現地

帯の影響により発生してしまったものです。その症状は、シ

フティングの能力を使った時に、殆ど獣に近い姿にまで変化

したというものです。どうやら、シフターの中のライカンス

ロープの血に作用する一種の超自然的な呪いのようなものの

ようです。このような影響を及ぼす顕現地帯は恒久的なもの

としては知られておらず、一時的な顕現地帯の中に、極稀に

そのような作用を及ぼすものがあるそうです。そして、私た

ちの娘が生まれた場所もまた、ラマニアの顕現地帯でした。 

娘の生まれた場所が、“ ラマニアの呪い ” を齎す顕現地帯であっ

たかどうかは定かではありません。それに、勿論、私の娘はシ

フターではありません。しかし、純粋なライカンスロープでも

ありません。シフターよりもライカンスロープの血が濃い分、

より強い影響が娘に作用したのではないかと思うのです。そし

て、これが “ ラマニアの呪い ” と同種のものであるならば、呪い

を解くことも可能なのです」

“ 呪い ” を解く方法は？：「正確な方法は判りませんが、エルデン・

リーチにシフターたちの小さな集落があります、そこに行けば

何か判るでしょう。“ ラマニアの呪い ” についての記録は殆どな

いのですが、呪いを解いたという唯一の報告がその集落である

からです。ただ、問題があって、呪いを解くのは限られた時期

でないとできないようです。その時期というのが、ラマニアが

エベロンに最も近づき影響を及ぼしている期間（以下、「隣接」

という）のみだという話です。折しも、今年のラマニアの隣接

はイールの月の６日から１２日まで、つまり、９日後には隣接

に入ります。それまでに、ウルフズ・ポーに行かなければなり

ません」

ウルフズ・ポーまでどうやって行くのか？：「陸路で行ったのでは、

とてもラマニアの隣接が終わるまでには間に合いません。飛空

艇を使うしか無いでしょう。ですが、飛空艇を何日もチャーター

するだけの財力は私にはありません。ただ、私が昔、翠玉爪騎

士団から脱出する時に手を貸してくれた ” フライング・ピッグ ”

号のキャプテンならば、手を貸してくれると思います。よく、

シャーンのグリッターダスト・ナイトクラブにいるので、上手

くすればそこで会えるでしょう。会えないにしても、足取りは

掴めると思います」

妻がライカンスロープだと知っていた？：「結婚する前までは知り

ませんでした。実のところ、娘が生まれた時に初めて聴かされ

たのです。妻も、娘にどのような影響がでるか不安がっていま

した。生まれたときは何の兆候も無かったのですが・・・」

妻が死んだ本当の理由は？：「私が自分で観たわけではないので、

はっきりとはしないのですが。６年前、妻が強盗に襲われて、

半人半狼の姿に変身してしまったそうです。その際に、強盗は

倒したのですが、シルヴァー・フレイムの騎士が強盗を追って

来ていたらしく、丁度、妻が強盗を倒すのを見てしまったそう

です。その騎士は躊躇う事無く、妻を斬り殺してしまったそう

です」（肩を振るわせながら）

翠 玉 爪 騎 士 団 は こ の 件 に 関 わ り が あ る の か？：「 私 と ロ ー

ザ が 初 め て あ っ た 時、 私 は ま だ 翠 玉 爪 騎 士 団 の 一 員 で

し た。 私 が 翠 玉 爪 騎 士 団 を 抜 け る こ と に な っ た 原 因 は、

ロ ー ザ が ワ ー ウ ル フ で あ る こ と を 気 づ か れ た か ら で す。 

・・・実はローザはただのライカンスロープではなかったの

です。最も古い血に属する、特別な血族の 1 人でした。あ

なたたちもライカンスロープが他の種族に感染するという噂

を聞いたことはありませんか？　これは単なる民間伝承で

あり、実際には感染するようなことはない・・・というの

が通説です。しかし、これもまた真実のすべてではありませ

ん。ごく一部の、本当に限られたライカンスロープは恐ろし

い呪いを媒介するのです。このようなライカンスロープに教

われ、傷ついた人間はライカンスロープが感染してしまうこ

とがあるのです。“ ライカンスロピーの呪い ” と呼ばれるこ

の伝説こそが、シルヴァー・フレイム教会がライカンスロー

プを撲滅させた本当の理由ではないかとも言われています。 

・・・もう、お判りでしょう。ローザの一族はまさにそのライ

カンスロープでした。そして、翠玉爪騎士団にそのことを知ら

れてしまったのです。彼らはローザを利用しようと考えました。

それを察した私はローザを連れて逃げたのです。ローザは既に

亡くなりましたが、彼らにネブラのことが知られれば、ネブラ
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 「彼方からの声」
も利用しようとするに違いありません。それだけは絶対に避け

なければなりません」

“ 呪い ” が解けなかったときは？：「・・・今はまだ、そのことに

ついては考えたくありません」

私、ライカンスロープに感染しちゃった？：「ローザが “ ライカン

スロピーの呪い ” を媒介するからといって、ネブラが、娘もまた

そうだとは限りません。・・・仮にそうだとしても、後天的なラ

イカンスロピーは呪いの一種ですから、完全に発現してライカ

ンスロピーになってしまう前であれば解くことは可能だといい

ます。 

　幸い、呪いが感染してもすぐにライカンスロープになってし

まうわけではありません。伝説によると、呪いが発現するのは

感染してから次の満月期のことだといいます。残念ながら、シ

ルヴァー・フレイム教会は頼るのは危険でしょうから、クレリッ

クに期待するのは難しいでしょう。ジョラスコ氏族ならば、助

けになってくれるかもしれません。あるいは、“ ラマニアの呪い ”

を解く力のあるほどの人物ならば、力になってくれるのではな

いでしょうか」

報酬は？：「昔からの蓄えがいくらか残っておりますので、なんと

か 1,000gp は出せると思います」

依頼を引き受けたなら、この依頼はクエストとして扱う。

クエスト：ベレンド親子を救う。

クエスト経験点：1,500xp（5 人の場合）

以下を読むこと。

ベレンド・ブランドの頼みは極めて厄介な依頼であった。

子供とは言え、ライカンスロープとなると、目を離すわけに

はいかないだろう。加えて、翠玉爪騎士団の追っ手がかかる

可能性もある。

何よりも、シルヴァー・フレイム教会に知られれば、ライ

カンスロープ狩りの部隊が編制されるかも知れない。少なく

とも、教会が助けてくれる可能性はまず無いだろう。

しかし、貴方たちは依頼を引き受けた。そして、今、ライ

トニング・レイルは最初の目的地である “ 塔の街 ” シャーンに

辿り着こうとしている。

ライトニング・レイルがハセリルを発ったのはセレンドールの

25 日の 7:00 である。途中、ロートに３時間停車するため、シャー

ンに着くのは 26 日の 17:30 である。ベレンドは直ぐに、近場の宿

に部屋を取ると、娘のネブラを寝かしつけ、夜のうちに暴れないよ

うに、革の手かせと足かせをつける。ネブラには、自分が病気であ

り、夜中に発作を起こす為に縛っているのだと説明している。ネブ

ラは自分が変身したときの記憶は殆ど残っていないが、彼女ながら

に自分に何か異常があるのに気づいている。彼女は父親を信頼して

いるが、自分に何が起きているのか理解できず、怯えている。もし、

一部の PC と仲良くなっているようならば（例えば、ウォーフォー

ジドなど）、部屋で休む前に、不安そうにその PC の方を見る。

ネブラを無事に部屋に置いて行くことができれば、ベレンドは

グリッターダスト・ナイトクラブへ行こうとPCたちを誘う。そこで、

友人である ” フライング・ピッグ ” 号のキャプテン・アメリオに会

う為である。もし、可能ならば、ネブラを１人で置いて行くのは不

安なので、誰かに残って欲しいと頼む。

ベレンドはグリッターダスト・ナイトクラブには 20:00 頃に着

くように出発する。

グリッターダスト・ナイトクラブ
無数の塔が立ち並ぶシャーンの街並は、まさに “ 塔の街 ” の

名に相応しい。塔と塔とが橋で結ばれ、人々が行き来をして

いる。グリッターダスト・ナイトクラブはファーストタワー

からはずっと遠く、“ 高い ” ところにある。貴方たちは、飛空

馬車に乗ってシャーンを渡る。シャーンを行き来するこの乗

り物は、馬が動かすわけではなく、魔法の力で空を飛ぶ。他

所の街とは異なり、縦に行き来することも多いシャーンでは

欠かせない乗り物だろう。

マーク・タワーにあるそのクラブの名前は冒険者たちの間

では有名だ。しかし、実際に入るのはこれが初めてだった。

仕事できたのでなければ、もっと良かったのだが。

ドアの前に立つホブゴブリンのバウンサに武器を預けると、

店の中へ入る。中は思っていたよりもずっと暗く、僅かに赤

いクリスタルを通してエヴァーブライト・ランタンが赤と紫

の煌めきをテーブルとキャビネットに投げかけているだけ

だった。南側の壁はガラス製で、夜のシャーンの街並が窺える。

数千フィートにも及ぶ無数の塔が乱立し、塔と塔とが幾つも

の橋で結ばれている。そこかしこに設置されたエヴァーブラ

イト・ランタンが夜のシャーンを照らしている。

この壮麗な夜景が見られることも、このグリッターダスト・

ナイトクラブの特徴の一つだ。勿論それだけではない。ダン

スフロアで踊りに興じるものもいれば、ゲームも楽しむもの

たちもいる。探しているキャプテン・アメリオは、よくここ

でズィラーゴ・ダーツに興じているらしい。

グリッターダスト・ナイトクラブでキャプテン・アメリオの所

在について尋ねると、ゲームをしている連中の中から裕福そうな身

なりの若い男が近づいてくる。

「キャプテン・アメリオを探しているって？　はっ、あの空

飛ぶ豚野郎か。さて、何処へ行ったかな」

その身なりの良い男は、人を馬鹿にしたような表情で言っ

た。

「あいつにはちょっとばかり借金があるんだ。あんたらが立

て替えてくれるのなら、教えてやっても良いぞ。どうだい？

ダーツで一勝負といかないか？　おれが買ったら、お前たち

はアメリオの借金５００gp を支払う。お前たちが勝ったら、

あいつの居場所を教えてやるよ」

ダーツ勝負を引き受けるならば、「遭遇３：ズィラーゴ・ダーツ」

を参照のこと。

ダーツで勝った場合、男は面白くない顔をして、「ちっ。今日は

オラドラ（幸運の女神）も眠っているらしい。ついてないぜ。アメ
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リオの奴なら、トロランポートのドック・タワ−で飛空艇の整備を

しているはずだぜ。用があるなら、トロランポートへ行きな」と言

い捨てて、カウンターへ向かう。

負けた場合、パーティで 500gp か相当額のアイテムを支払うか、

もう 1 度勝負を挑むことができる。この場合、負けたら更に追加

の 500gp をとられるが、勝った場合は 500gp を支払わずに済む（た

だし、アメリオの情報は得られない）。支払いはベレンドに任せる

こともできる。ただし、この場合、ベレンドからパーティへの報酬

が相当額分減ることになる。

もし、PC が彼の言葉（アメリオに金を貸しているという話）に

対して〈看破〉（難易度 22）を試みるなら、判定に成功すれば、借

金の話が嘘であると分かる。この場合、男は嘘を詫びてから、「キャ

プテン・アメリオなら、トロランポートのドック・タワーで、自慢

の豚ちゃんを整備しているぜ」と教えてくれる。

その後、彼はズィラーゴ・ダーツで一勝負しないかと誘ってくる。

この場合は、一勝負 50gp で提案する。

キャプテン・アメリオの居場所が判明したら、以下を読むこと。

「トロランポート、ズィラーゴの首都ですか」

グリッターダスト・ナイトクラブの一席に座りながら、君

たちは今後の方針を相談する。

「リアランダー氏族の飛空艇を使うのが一番早いですね。

シャーンからならば１日とちょっとくらいでしょう。娘のこ

とを考えると、午前に出る便がいいですね」

トロランポート行きの飛空艇は翌日の 10:00 にシャーンを出発

する。

飛空艇
朝、早いうちから宿を出ると、飛空艇の発着するドック・

タワーへと向かう。ファイアー・エレメンタルを捕縛した炎

のリングが備えられた飛空艇が待っている。トロランポート

行きの飛空艇だ。ベレンドが、キャプテンに挨拶して、代金

を払っている間、貴方たちは飛空艇の甲板に立って、下を見

下ろす。

「私にも見せてー」

ネブラが貴方たちの足を引張りながら飛び跳ねている。

「ネブラ、我侭を言って困らせてはいけないよ」

キャプテンとの話が終わったベレンドが戻って来た。

「船室に降りましょう。そろそろ出発です」

飛空艇はセレンドール 27 日の 10:00 にシャーンを立ち、28 日

の 14:00 にトロランポートへ着く。

船室に降りずに、甲板に残っている場合は、以下を読むこと。

後ろを振り返れば、炎の輪がゴウッっと凄まじい音を立て

る。飛空艇がゆっくりとドック・タワーを離れると、トロラ

ンポートへ向けて空を滑るように動き出す。風を切って進む

飛空艇はライトニング・レイルほどの速度は出ないものの、

人が１日かける行程を１時間で進む。しかも、地形の影響を

全く受けず、１日中進み続けることができる。

天空まで塔が聳えるシャーンの街並が次第に遠のいていく。

ここでは、飛空艇 “ フライング・ピッグ ” 号のキャプテン・アメ

リオと会い、ウルフズ・ポーへ向けて出発する。

トロランポート
「おーい、トロランポートが見えて来たぞー」

クルーの声に、乗客たちが飛空艇の甲板に姿を現す。飛空

艇の行く先に、ノームの国ズィラーゴの首都トロランポート

が見える。

都市の中心には “ 三執政の塔 ” が見え、港には様々な船が停

泊している。交易都市として、そして造船都市として有名な

トロランポートは、ノームたちの造船産業の中心地である。

やがて、飛空艇がドック・タワーに停泊すると、飛空艇を

降りる。塔から見下ろすトロランポートは、この街のもう１

つの姿を良く映していた。都市の至る所に運河が伸び、様々

な橋が通路を結んでいる。通りには行き交う人の姿でごった

返しており、通路を行くよりも、ボートで運河を流れる方が

余程早そうだ。

PC たちはドック・タワーの係官から、キャプテン・アメリオと ”

フライング・ピッグ ” 号について話を聞くことができる。PC がそ

うしなくても、ベレンド・ブランドがそうするだろう。係官は直ぐ

に ” フライング・ピッグ ” 号が停泊しているドックを教えてくれる。

フライング・ピッグ号
“ フライング・ピッグ ” 号は白いリングを備えた飛空艇だっ

た。さっきまで乗っていた船はファイアー・エレメンタルを

そのリングに捕縛していたが、この船はエア・エレメンタル

を捕縛しているらしい。その名前に反して、飛空艇にはどこ

にも豚を想像させるような装飾は見られない。

「アメリオ！」

ベレンドが叫ぶと、甲板に立って何か指示してい男がこち

らを振り向く。

「おお、ベレンドか！　久しぶりだな」

キャプテン・アメリオは長身のハーフエルフの男性である。彼

はベレンドからウルフズ・ポーまで乗せて行って欲しいと頼まれる

と、軽く肩をすくめて答える。

「ははぁん。おれを頼って来たってことは、トラブルだろ？

　いいぜ、構わんよ。丁度、明日には出航しようと準備して

いたところだったからな。積み荷があるんで、他にもよらな

きゃならんところはあるんだが、ま、こっちは多少遅れたっ

て問題無かろう。先にウルフズ・ポーへ行ってやるよ。出航

は明日の朝 10:00 だ。それまでに来てくれよ。一緒にいるの

は護衛か何かかい？　あんたらも大変だな。そっちのちっちゃ

いのは娘さんかい？　よろしくな」

PC たちはキャプテン・アメリオから話を聞くことができる。特

に聞きたいことが無いか、充分に聞いたら、ベレンドは今夜の宿を

取りに行こうと提案する。

基本的に、キャプテン・アメリオはベレンドの妻や娘について

第二部　トロランポート



ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

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. ©2012 Wizards of the Coast, Inc. 7

 「彼方からの声」
は殆ど知らない。彼はベレンドが翠玉爪騎士団の頃から知っている

が、翠玉爪騎士団でどのようなことをしていたのかまでは殆ど知ら

ない。

翠玉爪騎士団を見なかったか？：「悩ましい質問だな。見たかも知

れないし、見なかったかも知れん。少なくとも、おれが翠玉爪

騎士団として知っている連中は見ていないな」（肩をすくめて）

ベレンドとはどんな関係か？：「昔の客さ」

何故、ベレンドが翠玉爪騎士団を抜ける時に助けたのか？：「おれ

は運び屋空のだぜ。仕事になれば何だって運ぶさ。ま、あの連

中はいけ好かないのと、ベレンドはそんときの奴らの仲間の中

じゃあずっとまともな奴だったからな」

ベレンドの妻を知っているか？：「ああ、あの美人だろ。そういや、

あの人は一緒じゃないのかい？」

　（死んだことを聞かされると）「なんてこった。いい女ほど早く

逝くってな」（天を仰いで）

他に怪しい客はいないか？：（にやりと笑って）「ぶっちゃけ、あ

んたらが一番怪しいぜ。安心しな、他に客はいねぇよ。あるの

は積み荷だけさ」

積み荷は何か？：「そいつはおれのビジネスだ。教えるわけにはい

かねぇな」

〈交渉〉（難易度 25）に成功すると：「まっとうなものから、あま

り大きな声じゃ言えないものまで色々さ。今回の目玉はアルカ

ニックスの連中から頼まれた荷物だな。何か実験に必要だとか

で、他所の国で手に入れたものを、ここを経由して持ち込もうっ

て魂胆らしい」

不法品を扱っているのか？：「チッチッチ。規制品の類いは運んじゃ

いねぇよ。危険なものも扱うけれど、きちんと許可を受けたも

のだけだぜ」（〈看破〉（難易度２０）に成功すれば、実際には非

合法すれすれのものも扱っているらしいと察しがつく）。

もっと早く出航できないか ?：「無理言うなよ」

ハラス・マーテンという男に借金をしているだろう？：「マーテン

だって？　ははぁん、さてはあいつに１杯喰らわされたな？　

奴はよくそう言って、同業らしき冒険者風の連中から巻き上げ

ているのさ。あんたらも引っ掛かった口かい？」（真実）

何故、“ フライング・ピッグ ” なのか？：「いつも積み荷で一杯だ

からさ。おれの可愛い空飛ぶブタちゃんだよ」

トロランポートの夜
ベレンドは適当な宿を取って、トロランポートでの一夜を過ご

す。当然、夜はネブラから目を離さないようにするだろう。もし、

PC たちがネブラの見張りを付き合うならば、ベレンドは感謝して

礼を述べる。ネブラは夜になると、目に見えて憂鬱そうに見える。

もし、彼女と仲良くなった PC がいて、ネブラに話しかけるような

らば、彼女は元気に話しかけ、一緒に遊ぼうとするだろう。しかし、

日が沈む前にベレンドに眠るように言われ、寝付かされる。

翠玉爪騎士団、再び
翌朝、“ フライング・ピッグ ” 号に乗る為には、トロランポート

のドック・タワーに行かねばならない。飛空艇は地上に降りられな

い為、こうしたドック・タワーはかなりの高さまで聳えている。塔

は階段などを使って上り下りすることもできるが、もっと簡単な方

法として、ゴンドラを使うことができる。優に１０人は乗ることの

できる樫製の籠型のゴンドラが、カニス氏族によって強化された

ケーブルによって昇降され、地上とドッキング・プラットホームと

を行き来している。

以下を読むこと。

トロランポートのドック・タワーに着いた君たちは、丁度

地上に降りていたゴンドラに乗り込む。この 10 人乗りのゴン

ドラは、樫製の枝網細工の手すりが設えてあり、カニス氏族

によって強化されたケーブルで塔の上部から吊るされている。

貴方たちが乗り込むと、ゴンドラはゆっくりと上昇し始め

る。眼下には朝の静かなトロランポートの運河が流れて行く。

と、その時、貴方たちの頭上をさっと影がさした。見上げ

ると同時に、塔の上から人影がいくつか、貴方たちの乗るゴ

ンドラへと舞い降りた。

襲撃者は翠玉爪騎士団のディマイズと部下である。彼女たちは、

塔の上部からベレンドらが来るのを待っており、ゴンドラに乗った

ところでリング・オヴ・フェザー・フォールのパワーを使ってゴン

ドラを強襲したのである。

遭遇４：ゴンドラの戦いを参照。

襲撃者を撃退すれば、あとは問題無く “ フライング・ピッグ ” 号

に乗ることができる。もし、ディマイズを捕らえることができた場

合、ドック・タワーの係官に引き渡せば、彼らが警備兵に引き渡

す。警備兵が来るまで待てば、報奨金として６００gp が支払われる。

トロランポートは治安が整っており、警備兵は数分と掛からずに到

着する。

以下を読むこと。

翠玉爪騎士団の刺客を撃退した貴方たちは “ フライング・

ピッグ ” 号のドックへと辿り着く。

貴方たちが “ フライング・ピッグ ” 号へ乗り込もうとしたと

き、大きな貨物が飛空艇へと運ばれてくるところだった。

しっかりと封のされたその大きな荷箱には封印のルーン文

字が施されていた。

「よう、来たか」

背後から、キャプテン・アメリオの声が投げかけられた。

「早く乗りな。最後の貨物をつんだらすぐに出発だ」

PC が今見た貨物について尋ねると、キャプテン・アメリオはこ

う答える。

「あれか？　あれはアルカニックス宛の荷物さ。アルカニックス

の魔法使いたちの研究用らしい。わざわざご丁寧に魔法で封印して

あるところを見ると、大事なものらしいな。まぁ、こっちとしては

きちんと代金を頂ければ問題なしさ」
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無事に、“ フライング・ピッグ ” 号に乗り込むと、キャプテン・

アメリオが出航を命じる。

以下を読むこと。

キャプテン・アメリオの号令に応じて、“ フライング・ピッ

グ ” 号は軽快に滑り出した。エア・エレメンタルを捕縛したリ

ングは風を纏い、轟々と音を立てて飛空艇を推進させる。

“ フライング・ピッグ ” 号はその名に似合わず、小気味よい

くらい軽快に空を行く。飛空艇はコーヴェアの南部から、北

部へ向かって飛び立った。

生粋の放火魔
トロランポートを発った日の朝は慌しいものだったが、午後も

また平穏な一日とはならない。ドック・タワーを発ってから数時間

後、その日の正午に “ フライング・ピッグ ” 号にちょっとしたトラ

ブルが発生する。

トラブルの元は “ フライング・ピッグ ” 号の船倉に運ばれたアル

カニックスへ送られる積荷である。この箱には捕縛されたリヴィン

グ・フレイミング・スフィアーが封じられている。しかし、魔法に

よる封印が十分ではなく、封印を破った生粋の放火魔がいそいそと

放火活動に精を出し始める。

キャプテン・アメリオは「研究材料」とだけ話を聞いており、 “ フ

ライング・ピッグ ” 号の乗員で、この中身を知っている者はいない。

以下を読むこと。

トロランポートを発ってから数時間後、貴方たちが昼食を

取ろうと集まったときのことだ。

客室より下にある船倉の方から、

「火事だー！　船倉で火が出たぞー！」

という声が上がり、クルーが大慌てで下へ降りて行く。

もし、階下へ降りると、積み荷の収納されている主要の船倉の

扉が開いており、中から明かりが漏れている。船倉の奥では何かが

動いているのが見える。

PC たちが階下へ降りるようならそこで、降りないようであれば

客室までキャプテン・アメリオがやって来て、PC たちに声をかける。

「あんたら、ちょっと頼みがある。船倉で火をつけ回っているや

つがいるんだ。あんたらの力で何とかできないか？　おれの部下た

ちじゃ、奴さんの相手はできそうにねぇんだ。頼むぜ。早くしない

と、おれの “ フライング・ピッグ ” 号が焼豚になっちまう」

キャプテン・アメリオと彼の部下は火が広がらないように、ま

たまだ燃えていない積み荷を救おうと奮闘している。

“ 放火魔 ” の正体をアメリオは知らない。もし、PC に尋ねられて

も彼は「“ 放火魔 ” が何か知っていたら、おれの “ フライング・ピッ

グ ” 号に乗せたりなんかしねぇよ」としか、答えられない。また、

何処から来たのかの予測はつくが、今は一刻も早く火を消し止めた

いと考えている。このため、他のことを聞こうとしても、「すまんが、

今は火を消すことが先決だ。話は後にしてくれ」としか答えない。

遭遇５：天然放火魔を参照。

パーティがリヴィング・フレイミング・スフィアーを倒したら、

キャプテン・アメリオはクルーに命令して、直ぐに残りの消火作業

を命じる。船倉の状況を確かめてから、彼は PC たちの方へ向き直

ると、礼を言う。以下を読むこと。

「ふぅ、助かったぜ。ありゃ、多分、アルカニックスに運ぶ

予定の積み荷の中身だな。その箱だけが唯一内側から焼かれ

ていたからな。しっかり封印してあるから安全だとかなんだ

か言っていやがったけれど、とんでもねぇぜ。まったく、魔

術師どもの言うことはあてになりやしねぇ。

兎に角、あんたらのお陰でおれたち全員助かったってわけ

だ。ありがとよ」

もし、PC の誰かが、この件に対して報酬を要求した場合、アメ

リオは以下のように答える。

「おいおい、こっちは親切であんたらを乗せているんだぜ？　そ

れに、船の上での危険はここにいる皆の危険さ。持ちつ持たれつっ

てやつだよ」

しかし、PC が合理的であったり、説得力のある言い分をするよ

うであれば（あるいは〈交渉〉の判定が十分に良い結果であれば）、

アメリオは報酬として 1,000gp の信用状を与える。この信用状を

クンダラク銀行へ持っていけば 1,000gp に変換することができる。

PC たちは翠玉爪騎士団の手を逃れる事に成功したが、ネブラの

問題は未だ解決していない。ここではネブラを助けるため、“ 黄昏

の門 ” へと向かう事になる。そこで PC たちは人の目を避けて行動

していた邪教徒と遭遇するだろう。そして、“ 黄昏の門 ” の向こう

側にて、ネブラの呪いの真実を知る事になる。

ウルフズ・ポー
トロランポートからウルフズ・ポーまでは “ フライング・ピッグ ”

号で３日と６時間かかる。イールの１日、10:00 にトロランポート

を出発すれば、４日の 16 時に到着する。

ウルフズ・ポー

トロランポートを発ってから３日目、眼下に広大なガリ

ファー湖が見え始める。その手前にはアルカニックスの浮遊

するタワーが見える。西に目をやると、深く広大なタワリング・

ウッドが目に映る。12 の月に照らされて、タワリング・ウッ

ドの高台に聳えるドルイドの天文台が見える。

トロランポートを発ってから４日目。“ フライング・ピッグ ”

号はガリファー湖を超えると、やがて、豊かな農園地帯が見

えてくる。その中心に、小さな集落、ウルフズ・ポーが見える。

“ フライング・ピッグ ” 号はウルフズ・ポーから少し離れた広場

に止まる。飛空艇はそのリングの為、大地に降りることができな

第三部　黄昏の門
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 「彼方からの声」

い為、PC たちとブランド親娘はロープで繋がれたカーゴに乗って、

飛空艇を降りることになる。

ウルフズ・ポーは珍しい、シフターたちからなる集落である。

彼らは農業と狩りを営んで生活している。余所者がこの集落にやっ

てくることに、彼らは警戒心を抱いている。

以下を読むこと。

君たちが集落に近づくと、君たちに気がついた集落の住人

たちの何人かが、奥へと走り去って行った。やがて、君たち

が集落の直ぐ近くまで来たとき、奥から他の住人たちを連れ

て１人の女性がやって来る。

この集落の住人たちは明らかに全員がシフターのようだ。

彼らは余所者である君達に警戒心を抱いているようにも見え

る。

君たちが近づくと、彼らを率いているらしき女性が口を開

いた。

「ようこそ旅のかた。私はここの代表者でスララといいます。

失礼ですが、我らがウルフズ・ポーを訪れた理由を窺っても

良いですか」

PC たち、あるいはベレンドが事情を話すと、スララは手近の１

人に「ローガンを呼んで来て」と言い、それから PC たちに向き直っ

て、「私の家へどうぞ」と案内する。

スララの家は、簡素だがしっかりとした作りである。彼女が PC

たちを家まで案内するのと同時に、１人の男性のシフターがやって

くる。

以下を読むこと。

「彼はローガン。この村のドルイドです。ローガン、彼らは

“ ラマニアの呪い ” について調べに来た旅の方たちよ」

「ラマニアの呪い？」

ローガンと呼ばれた男が首を傾げた。

PC たちにシフターがいる場合：

「君が “ ラマニアの呪い ” に掛かっているのかい？」

PC たちにシフターがいない場合：

「君たちに何の関係があるのかな？」

PC たちが正直に事情を話す場合、彼らは驚くが、PC たちを信用

するだろう。PC たちがベレンドに判断を委ねる場合、ベレンドは

娘に聞かれないように、娘を PC の誰かに預けて遠ざけてから、本

当のことを話す。

PC たちが本当のことを話さない場合、〈交渉〉判定（難易度 20）

に成功するか、もしくは、もっともらしい嘘で取り繕う（〈はったり〉

難易度 20）かしなければ、信用されない。プレイヤーが説得力の

ある説明やはったりを述べたなら、それに応じてボーナスを与えて

よい。

もし、２人の信用を得られない場合、彼らは、

「申し訳ありませんが、お力にはなれません。お帰り下さい」

と言って、PC たちを追い返そうとする。もし、そうなった場合、

ベレンドが追いすがって事情を説明するだろう。

スララとローガンの信用を得ると、スララは「少し待っていて

下さい」と言って、家の奥へ引っ込む。〈知覚〉判定（難易度 15）

に成功すれば、奥で誰かと何かを話しているらしい声が聴こえる。

しばらくして、彼女は戻ってくる。

以下を読むこと。

「残念だけど、ここには貴方たちを助けられる人はいないわ。

ローガンにも “ ラマニアの呪い ” を解呪するだけの力は無いの。

でも、代わりに、貴方たちを助けられるかも知れない人なら

教えることならできます。

ここから南東に３０マイルほどいくとウルフウッドという

森があります。その森を更に２０マイルほど奥へ行くと “ 黄昏

の門 ” と呼ばれる場所に着くでしょう。そこでなら、貴方たち

の力になってくれる人を探せるかも知れない。“ 黄昏の門 ” が

どんな場所かは私も言ったことが無いので知らないのだけれ

ど、一目見れば判るくらい “ とても変わったところ ” だそうよ。

ただ、“ 黄昏の門 ” はラマニアが隣接している間しか開かな

いそうです。それが過ぎたら、門は閉じてしまうのだとか」

スララの後をついで、ローガンが口を開いた。

「ラマニアの隣接は１週間続くから大丈夫だろう。今夜は、

私の住まいで休んで行くと良い。これほど立派な家ではない

が、夜露を避けるには充分だ」

もし、ベレンドか PC たちが本当のことを伝えていれば、ローガ

ンは付け加えてこう言う。

「それに、明日からは満月期も終わる。その方が旅もしやす

くなるだろう」

PC たちはスララとローガンから話を聞きたがるかも知れない。

２人は答えられる範囲で答えてくれるが、その必要がないと感じた

ことまでは答えない。以下は想定される質問と回答例である。

森の中には何か危険があるのか？：「あります。森には凶暴な肉食

獣がいることもありますし、中にはドルイドの手を逃れて活動

している地下竜教団のメンバーや、異形の生き物も存在します」

“ 黄昏の門 ” を知っている人はいるのか？：「この村にはいません。

あの森は私たちが狩りに使う森ではありますが、“ 黄昏の門 ” と

言われる場所には近づかないことになっているのです。」

“ 黄昏の門 ” へはどう行けばいいのか？：「“ 黄昏の門 ” の場所は判

りませんが、森に入って南東に２０マイルほどいった所にある

と伝えられています。森の中で門を探すのは困難ですが、夜に

なるととてもわかりやすい目印があるのだとか・・・。それが

何かは存じませんが、それを頼りに探すよりないでしょう」

何故、近づかないのか？：「我々の狩りはある種の宗教儀式のよう

なところがあるのです。ここに定住する前からの伝統が残って
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います。その中で、“ 黄昏の門 ” のあるところには近づかないよ

うになっているのです」

“ 黄昏の門 ” は危険なのか？：「特に危険だということは聞いた事

がありません。ただ、我々が近づかない分、森の他の住人たち

が潜んでいる可能性はあります」

“ ラマニアの呪い ” を解呪するには特定の期間でなければならない

と聞いたが？：「私も詳しいことは存じません。ただ、“ 黄昏の

門 ” に行くにはラマニアの隣接している時期である必要がありま

すから、そのことを指しているのかもしれません」

今までに “ ラマニアの呪い ” を解いた人はいるのか？：「おります。

６年前にお１人。冒険者の方でした。その人は、呪いが解けたら、

すぐに出て行かれました」

 “ ライカンスロピーの呪い ” は？：「“ ライカンスロピーの呪い ”・・・

ですか？　それは実在するのでしょうか？　ライカンスロープ

が他の種族と子をなす事ができることから生まれた民話の類で

は？」

最近、他に誰か訪れた者はいるか？：「ここを尋ねる人は滅多にい

ません。ここ最近では貴方たちくらいです」

さっき、家の奥で誰かと話していたようだが？：「はい、私の祖父

です。失礼をお詫びします。祖父は余り人前には出たがりませ

んので、私が代弁しました」

秘密情報：実はスララの祖父はシルヴァー・フレイム教会の “ 魔

女狩り ” を生き延びたワーウルフであり、このシフターの村に

唯一存在するライカンスロープである。このため、彼女たちは

祖父のことを人前には出したがらない。

スララは祖父に “ 黄昏の門 ” について教えるべきか否かを相談し

にいったのである。老練なワーウルフであるスララの祖父は人型形

態をとっている時でさえ鋭い嗅覚を備えており、幼いネブラから同

族の臭いを嗅ぎ取り、彼らの言葉が嘘ではないことを察している。

もし、ネブラがこの場にいない場合でも、ベレンドや PC たちから

ネブラの残り香を嗅ぎ取ることができる。このため、スララの祖父

は PC たちに “ 黄昏の門 ” の所在を伝えても問題ないと判断したの

である。

黄昏の門
“ 黄昏の門 ” はウルフズ・ポーから徒歩で５日ほどかかる。農園

地帯を２日ほど進むと、森に辿り着く。“ 黄昏の門 ” は森に入って

20 マイルほど行ったところにある。森の中には道がなく移動速度

は半分になる。加えて、森の中で “ 黄昏の門 ” を探すのは難しい。

しかし、夜になると、見つかりやすくなる。

１日の移動速度 30 マイル（移動速度 6）ならば、ウルフズ・ポー

を出て３日目の夜（遅れなければ、イールの８日）に、25 マイル

ならば、４日目の夜（遅れなければ、イールの 10 日）に、“ 黄昏の門 ”

に近づく。以下を読むこと。なお、ネブラを自分で歩かせる場合は、

1 日の移動速度は 25 マイルになる。

真直ぐに南東の方向へ進むには〈自然〉判定（難易度 15）の判

定に成功する必要がある。

1 日の移動力が 30 マイル以上であれば、森の中での〈自然〉判

定に１回成功した段階で、“ 黄昏の門 ” に辿り着く。２５マイルで

あれば、〈自然〉判定に２回成功する必要がある。失敗した場合、

余分に１日を森の中で彷徨うことになる。

成功した段階で、以下を読むこと。

日も沈み初め、暗くなって来た森を歩く。距離的にはもう “ 黄

昏の門 ” とやらについていいころだろう。しかし、森の中で、

目印も無しに特定の場所を探すのは難しく感じる。

と、その時、視界に光が見えた。見ると、森の奥に何かはっ

きりとした明かりが見える。貴方たちは明かりを目指して進

んで行く。やがて、前方に開けた地が見えてくる。

それは確かに奇妙な風景だった。森の中のぽっかりとした

空白地に、金属の支柱がぽつんと発っており、その先端にエ

ヴァーブライト・ランタンが明かりを放っている。

そのランタンよりも手前には、これまた奇妙な集団がいた。

フードを被った人影が生贄と思われる動物を祭壇に捧げてお

り、その近くには小柄で不気味な怪物が立っている。祭壇の

近くには両肩から触手の生えた奇妙な生き物がいる。その生

き物は真直ぐに君たちの方を向いている。そのやつれた生き

物は目のあるはずの部分には何も入っていない。にもかかわ

らず、奇妙な優雅さを醸し出していた。

“ 黄昏の門 ” の近くにいるのは地下竜教団と彼らとともに活動し

ているドルゴーントとドルグリムである。彼らはドルゴーントの疑

似視覚により PC たちの接近に気がついており、新たな生贄の登場

を待ちわびている。

遭遇６：“ 黄昏の門 ” と地下竜教団を参照のこと。

地下竜教団を追い払うと、“ 黄昏の門 ” のエヴァーブライト・ラ

ンタンに近づくことができる。

“黄昏の森”ラマニア
ラマニアが隣接している間に、エヴァーブライト・ランタンの

支柱から５フィート以内に近づくと、そのキャラクターは “ 黄昏の

門 ” を通って、“ 黄昏の森 ” ラマニアへ移動する。

すでに、ラマニアの隣接が終わってしまっている場合、最早、“ 黄

昏の門 ” は何も反応しない。

誰かがラマニアへ入ったら、以下を読むこと。

エヴァーブライト・ランタンの支柱に近づいた時、ふと周

囲が明るくなるのを感じた。一瞬、目が眩んだが、直ぐに視

界を取り戻し、周囲を見る。そこはなだらかな草原地帯で、

直ぐ近くに集落が見える。

「お客人とは久しぶりだの」

背後の声に、驚いて振り向く。見れば、１５フィートほど

後ろに、背の高い男が立っていた。

ラマニアへ入ったのが人型生物の場合、その男は以下のように

続ける：
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 「彼方からの声」
「“ 黄昏の門 ” を通って来たということは、おまえさんたちもラ

イカンスロープかい？」

ウォーフォージドのみがラマニアへ入った場合は、以下のよう

に続ける：

「ほっ。野良ゴーレムとは珍しいの。こんなところに何をしに来た」

PC が友好的に接触するようならば、男は自己紹介をする。彼は

ヴァルダーという名のワーウルフで、ここはエベロンではなくラ

マニアである。この地はかつて、ライカンスロープがシルヴァー・

フレイム教会の狩りの手から逃れる為に移住した地である。シル

ヴァー・フレイム教会も、直接影響のないことから、他次元までは

追って来なかったため、ラマニアには多くのライカンスロープが暮

らしている。

以下は、ヴァルダーへの想定される質問と回答例である。

貴方は誰？：「わしはヴァルダー。この集落のものだ」

ここは何処？：「ここはラマニア。“ 黄昏の森 ” と呼ばれる次元界だ。

おまえさんたちは、門を通ってここへやって来たのだろう？」

黄昏の門とは何だったのか？：「あのランタン自体は只の目印だ。

ラマニアとエベロンが隣接する時、２つの次元界が繋がる為に、

特定の場所を通して２つの次元界を行き来することができるよ

うになる場所がある。その１つが、あそこなのだ。“ 黄昏の森 ”

ラマニアへ至る場所という意味であの場所を “ 黄昏の門 ” と呼ん

でおる。あれは、かつてわしらの先祖がコーヴェアを追われた時、

安住の地を求めてここへやって来た時に使われた場所でな。あ

の支柱は後を追ってくるやも知れぬ仲間たちの為に建てたものだ」

貴方はライカンスロープか？：「その通り。この集落には、ワーウ

ルフたちが集まっている。おまえさんたちは違うのかい？」

コーヴェアに戻る気はあるか？：「わしらはここで平和に暮らして

おる。今更戻る気は無いの」

シルヴァー・フレイムを憎んでいるか？：「直接襲われた連中の

中には憎んでおるものもおるだろうが、わしらくらいになると、

直接の被害を受けておらんしの。それに、ここには連中は居らん。

気にする必要も無いわ」

私たちは “ ラマニアの呪い ” を解きに来たのだけれど？：「ラマニ

アの呪い？　あれはシフターにのみ見られる症状だが。どうい

うことか、詳しく話を聞かせてもらえるかの？」 

　PC たちがここへ来た目的を話すか、さもなくばベレンドが話

した場合、ヴァルダーは顔を顰めて続ける。 

　「そうか、ローザは子供を残して逝ったのか。しかも、その子

にもワーウルフの血がでたか・・・。残念だが、その子を治療

する術
すべ

は無い。シフターの場合と異なり、その子は完全なライ

カンスロープとして目覚めつつあるようだ。最早、留めること

は叶うまい」

ライカンスロピーの呪いを解くことは？：「ふむ？　ローザの子に

うつされたのか？　もし、そうであれば、呪いならばここで解

くことはできるぞ」

ローザを知っているのか？：「知っとるぞ。わしの従妹だった。

10 年前に禁を破ってコーヴェアへ行き、ついに戻らなかった子

だ。そうか、向こうで子を成したのか」

ネブラは “ ラマニアの呪い ” ではないのか？　あるいは、“ ライ

カンスロピーの呪い ” では？：「ワーウルフと人間の子がワーウ

ルフとなることは珍しいがないわけではない。しかし、その多

くは変身能力を持たないか、シフターとして生まれるため、彼

女のようなケースは珍しい。ラマニアの顕現地帯で生まれたこ

とが、彼女の中のワーウルフの血を活性化させたのかもしれん。 

　いずれにしても彼女は、そう、シフターではないし、“ ライカ

ンスロピーの呪い ” を受けているわけでもない。生粋のワーウル

フとして目覚めようとしておる」

彼女を人間にすることはできないか？：「それができれば、シル

ヴァー・フレイム教会のライカンスロープ狩りも、わしらがこ

こに追われるようなことも無かったろうにのう」

門を閉じることはできるのか？：「わしらの技では無理だなぁ。そ

もそも、これはラマニアとエベロンが隣接する時に自然と繋が

るものだ。わしらが作ったわけでは無いからの」

ネブラはどうするのが良いと思う？：コーヴェアに戻っても、辛

いだけだろう。わしらと共に過すのがその娘の為だろう。もし、

どうしても、コーヴェアで共に暮らしたければ、まず、彼女にワー

ウルフとしての完全な覚醒を促し、自分の意志で変身を制御さ

せ、人を傷つけないように教え込むしかあるまい。そうすれば、

簡単には気づかれずに人間社会に紛れて暮らすことができるか

も知れん」

結末
聞けることを聞いた後、ベレンドはがっくりとうなだれる。彼

は最終的に、PC たちに「どうするのが良いのでしょう？」と助言

を求める。

ベレンドにとって、ローザ亡き今、ネブラは彼のすべてである。

だが一方で、コーヴェアに戻ればネブラがワーウルフだと知られた

瞬間に、シルヴァー・フレイム教会に追われることだろう。

あるいは、ここでネブラにワーウルフであることの自覚を促し

て人を傷つけないように教えてから、コーヴェアに戻り、人間とし

て生きて行く道もあるだろう。

PC たちも、特にシルヴァー・フレイム教会の関係者がいる場合は、

どうするかを決める必要があるかも知れない。シルヴァー・フレイ

ム教会は人の次元界ではないラマニアでライカンスロープが生きて

行く分に関しては、殆ど関心を示さない。彼らが護るべきは一般の

人々であるからだ。しかし、コーヴェアに戻るとなると、どう思う

だろうか？　PC にシルヴァー・フレイム教会の一員がいる場合は、

自分なりの結論を出す必要があるだろう。

なお、この集落に住むワーウルフはライカンスロープ狩りを逃

れて平穏に暮らすことを望んだ者たちであり、大部分が善の属性で

ある。

ベレンドは娘が人間には戻れないと知って動揺しており、PC の

助言を欲している。

ベレンドとネブラの今後について、PC が特に纏まった意見を出

さなかった場合、ベレンドはネブラをヴァルダーに預けてコーヴェ
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アへ戻る。彼は失意と悲嘆にくれながらも、約束の報酬を PC たち

に支払い、何処かへと去って行く。

ベレンドとネブラが共にコーヴェアへ戻ることにした場合、彼

らはラマニアとエベロンが隣接している間中、ここに留まってライ

カンスロープについて学び、期限のぎりぎりにラマニアを去る。ベ

レンドは PC たちに感謝の言葉とともに約束の報酬に加えて、彼が

かつて使っていた品（７レベルのマジック・アイテム）を追加の報

酬として支払い、娘を連れて何処かへと去って行く。もし、ラマニ

アとエベロンの隣接期間が残っていない場合、ヴァルダーはライカ

ンスロープに着いて重要なことをいくつか口頭で教えることしかで

きない。この場合でも、やはり、ベレンドとネブラはコーヴェアへ

戻ることになる。しかし、ネブラは依然として、自意識の無いまま

に変身する可能性が残っている。

あるいは、ベレンドとネブラが共にラマニアへ残るかも知れな

い。その場合は、ベレンドは約束の報酬に色を付けて支払う（ラ

マニアで生活するうえで、最早必要のないものだからである）。こ

の追加の報酬は７レベル以下の魔法のアイテムである。この場合、

PC たちは２人を残して、ラマニアを去ることになるだろう。

いずれにしても、ベレンド親子が結論を出せば、このクエスト

は終了する。

イリアンの隣接
イールの２日になると、イリアンが隣接する。イリアンの隣接

はイールの 11 日まで続く。

イリアンが隣接すると、太陽はより光り輝き、色彩は鮮やかに

なり、より激しい感覚がもたらされる。イリアンが隣接している間、

正午を含む１時間の間、以下のような影響がある。

・ ［光輝］ダメージの攻撃ロールに＋１

・ ［死霊］ダメージは弱体化する

ラマニアの隣接
イールの６日からラマニアが隣接する。ラマニアの隣接はイー

ルの 12 日まで続く。

ラマニアが隣接すると、損なわれていない自然のある地域では、

植物はより青々と茂り、動物はより多くの子を産むようになる。

このシナリオ内では、ウルフズ・ポーの近辺ではより農作物が

茂るようになり、“ 黄昏の門 ” のある森で、青々と茂った植物を目

にするだろう。また、動物たちが活発に行動するのを目撃すること

になる。

遭遇１；ハセリル駅（386xp）
この遭遇はシナリオの導入部分である。

状況
ハセリルのライトニング・レイル駅の前で、親子連れが襲撃さ

れている。

クリーチャー
ここには翠玉爪騎士団の一員が４人いる。翠玉爪騎士団は最近、

ベレンド・ブランドを発見した。ライカンスロープであるローザの

姿はなかったが、ベレンドは娘を連れていた。彼らはその娘もライ

カンスロープであるかも知れないと考え、ベレンドの娘を捕らえる

為にディマイズを派遣した。

ディマイズ：彼女は “ ヴォルの血 ” の信奉者であり、翠玉爪騎士

団とは密接な関係にある。黒いローブとダークウィーヴの外套

で身を覆っている。彼女の顔は美しいデスマスクで覆われてい

る。肌の見えている部分━━手、腕、そして首━━は、灰色で

腐食している。その姿は、アンデッドに見える。

翠玉爪騎士団の将官：ディマイズ率いる実行部隊の指揮官。彼は

セレンドール

25 ハセリル 7:00 発

満
　
月
　
期

25

↓ ライトニング・レイル

26
シャーン

17:30 着 26

27 10:00 発 27
↓ 飛空艇

28
トロランポート

14:00 着 28

イール

1 10:00 発 1
2

↓ 飛空艇 “ フライング・ピッグ ” 号

イ
リ
ア
ン
の
隣
接

2

3 3

4
ウルフズ・バウ

16:00 着 4

5 8:00 発 5

6 ↓ 徒歩
・移動速度 30 マイル

・迷わなかった場合

↓ 徒歩
・移動速度 25 マイル

・迷わなかった場合 ラ
マ
ニ
ア
の
隣
接

6

7 7

8 黄昏の門 8

9 黄昏の門 9

10 10

11 11

12 12
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 「彼方からの声」

翠玉爪騎士団の兵卒（６）：彼らは顔が半分覆われている特徴的な

兜、チェインメイルに爪の紋章が着いた陣羽織を身につけてい

る。彼らはディマイズの部下である。

ディマイズの戦術
ディマイズは予定外の戦力（PC たち）が出て来たことで、慎重

になっている。彼女は初めにインヴィジビリティを発動して戦場を

離れて状況を見る。部下たちが押されるようならばそのまま撤退す

る。

マップ１：ハセリル駅
光源：明るい光。陽光。また、駅の入り口にはエヴァーブライト・

ランタン（消えずのたいまつのランタン版である）も設置され

ている。

音源：ネブラの悲鳴。戦闘の音。

状況：

1） ベレンド・ブレンド

2） ネブラ・ブレンド

3） ディマイズ

4） 翠玉爪騎士団の将官

5） 翠玉爪騎士団の兵卒（6）

6） PC の初期位置 

扉：ハセリル駅の中へ通じる扉。鍵は掛かっていない。

翠玉爪騎士団の将官と兵卒
彼らはディマイズの命令に従って、ベレンド・ブランドとその

娘を捕らえようとしている。彼らは二人を、非致傷ダメージを与え

て捕らえようとする。邪魔が入れば、まず、邪魔者から排除しよう

とする。彼らは法に従っていない為、邪魔者は躊躇なく殺そうとす

る。

全員熱狂的であり、決して退く事はない。

翠玉爪騎士団の将官	 レベル	5	遊撃役	( 指揮 )
中型・自然・人型	 XP	200

イニシアチブ ＋4 感覚 〈知覚〉 ＋3
HP 62; 重傷値 31
AC 21; 頑健 19; 反応 17; 意志 17
移動速度 5 
m へヴィ・フレイル （標準; 無限回） • ［無限回］
＋12 対 AC; 2d6 ＋ 4 ダメージ, 加えて、目標は翠玉爪騎士団の将官

の次のターンの終了時までマークされる。
M クラッシング・ストライク (標準; フレイルが必要; 無限回) • ［武器］
目標：翠玉爪騎士団の将官にマークされた敵; ＋12 対 AC; 2d6 ＋ 

4 ダメージ, 将官は目標を２マス横滑りさせ、減速状態
 （セーヴ・終了）にする。
C クロー・マヌーヴァ ― 

(マイナー ; 再チャージ：最初に重傷になった際) 
近接範囲・爆発5; 爆発内のすべての味方は１マスシフトし、次の自分

のターンの終了時までダメージ・ロールに＋2 ボーナスを得る。
 マーシレス・コマンダー (マイナー 1/ラウンド; 無限回) 
目標：10マス以内の味方1人; 目標は隣接する敵1体に対して機会

攻撃を誘発する。この機会攻撃が命中した場合、翠玉爪騎士
 団の将官またはその仲間1体は攻撃者に対して1回の近接基礎

攻撃を行える。
 ファナティック

(ヒット・ポイントが０になったとき; ヘヴィ・フレイルが必要) 
翠玉爪騎士団の将官は隣接する敵１体に近接基礎攻撃を行う。
属性 悪 言語 共通語
技能 〈威圧〉＋9, 〈事情通〉＋9

［筋］ 18 (＋6) ［敏］ 10 (＋2) ［判］ 12 (＋3)
［耐］ 14 (＋4) ［知］ 15 (＋4) ［魅］ 14 (＋4)

装備 ヘヴィ・フレイル, プレート・アーマー

翠玉爪騎士団の兵卒	 レベル	2	雑魚
中型・自然・人型	 XP	31

イニシアチブ ＋1 感覚 〈知覚〉 ＋2
HP 1; ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
AC 18; 頑健 16; 反応 13; 意志 14
移動速度 5 
m フレイル (標準; 無限回) • ［武器］
＋8 対 AC; 4 ダメージ
 ファナティック／狂信者

 (ヒット・ポイントが０になったとき; フレイルが必要) 
翠玉爪騎士団は隣接する敵１体に近接基礎攻撃を行う。
属性 悪 言語 共通語

［筋］ 16 (＋4) ［敏］ 11 (＋1) ［判］ 12 (＋2)
［耐］ 12 (＋2) ［知］ 10 (＋1) ［魅］ 10 (＋1)

装備 チェインメイル, ヘヴィ・シールド, フレイル
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遭遇２：
月の子の目覚め（100xp）

このエンカウンターは、ベレンド・ブランドの娘ネブラが最初

に狼形態へ変身した時のものである。本来のネブラの意識は半分

眠っており、今のネブラは狼の本能で活動している。これは、ネブ

ラの中のライカンスロープの血がまだ完全には “ 目覚めて ” いない

為である。

状況
ベレンド・ブランドは狼化した娘に襲われている。必死の抵抗

が功を奏してか、彼はまだ噛まれてはいない。

PC たちが部屋に入ろうとしたら、ベレンドは以下のように叫ぶ。

「頼む！　娘を、娘を取り押さえてくれ。噛まれないように

気をつけるんだ。噛まれたら感染する！」

〈自然〉判定（難易度１5）に成功すれば、目の前にいるのがワー

ウルフの子供ではないかと推測できる。

ライカンスロープ
ライカンスロープについて、技能判定の結果に応じて、以下の

情報が得られる。

〈自然〉

難易度１5：ライカンスロープは獣じみた変身生物で、特定の人型

クリーチャーと動物の姿に変身することができる。ライカンス

ロープは遺伝し、同族とつがうことでライカンスロープの子供

を作る。時に、サイズの近い他の人型クリーチャーとつがうこ

とのできるライカンスロープもおり、時に、ライカンスロープ

の子が生まれる。しかしながら、こうした婚姻では血が薄まる

ため、通常は変身することができないか、シフターとなる。

〈宗教〉

難易度 20：832 YK、シルヴァー・フレイム教会はライカンスロー

プに対する聖戦を開始した。このライカンスロープ狩りは 50 年

に及び、結果としてコーヴェアからライカンスロープは全滅し

た。

難易度 25：シルヴァー・フレイム教会のライカンスロープ狩りに

は隠された理由があった。それは、ごく一部のライカンスロー

プは普通の人間（や人型生物）にライカンスロープを “ 感染 ” さ

せることができるためである。これは一種の呪いと考えられ、

このようなライカンスロープに傷つけられた自然起源の人型生

物は感染元と同じライカンスロープへと変化してしまう。シル

ヴァー・フレイム教会ではこれを “ ライカンスロピーの呪い ” と

呼んでいる。

シルヴァー・フレイム教会とライカンスロープ
過去に、シルヴァー・フレイム教会はライカンスロープを狩り、

コーヴェア大陸から駆逐した。その追求はシフターにも及んだが、

近年ではシルヴァー・フレイム教会はシフターに対する態度は改め

ている。

しかしながら、シルヴァー・フレイム教会のライカンスロープ

への対応は厳しく、真のライカンスロープの存在に気がつけば容赦

はしないだろうことが容易に推測される。

シルヴァー・フレイム教会のライカンスロープ狩りは、教会内

でも熱心で過激な信者たちのグループが押し進めたものである。

ライカンスロピーの呪い
ネブラは通常のライカンスロープのように病気を感染させるこ

とはない。変わりに “ ライカンスロピーの呪い ” を場解する。もし、

この戦闘でネブラからダメージを受けたキャラクターがいる場合

は、ライカンスロピーの呪いに感染する可能性がある。この呪いは

自然起源の人型生物にのみ感染する。

しかしながら、ライカンスロピーの呪いが発現するのは次の満

月期であり、今の満月期にすぐにライカンスロープになってしまう

わけではない。この呪いはライカンスロープになってしまう前であ

ればリムーヴ・アフリクションの儀式で解除することができる。

本シナリオ中であれば、ベレンドの目的地である “ ラマニアの呪

い ” を解ける場所であれば同じようにライカンスロピーの呪いを解

くことができる。

いずれにしろ、本シナリオ期間中であれば、呪いの影響は出な

いため、ここではライカンスロープの呪いに関する詳細は省く。

クリーチャー
ベレンド・ブランド：彼はネブラに襲われている為、身を守る為

にすべてを尽くしている。

ネブラ：この状態のネブラは、混乱しており、目の前のものを攻

撃する。ネブラはヒット・ポイントが 10 点以下になったら、逃

走しようとする。

ネブラ（狼形態）	 レベル	1	暴れ役
小型・自然・人型（変身生物）	 XP	100

イニチアチブ ＋2 感覚 〈知覚〉 ＋0; 夜目
HP 38; 重傷値 19
再生 5 (銀の武器からダメージを受けた場合、次の自分のターンに

は再生は機能しない)
AC 15; 頑健 15; 反応 16; 意志 15
完全耐性 月下狂乱
移動速度 6 
m バイト／噛みつき (標準; 無限回) • ［呪い］
＋5 対 AC; 1d4 ダメージおよび目標は継続的ダメージ5を受け（セ

ーヴ・終了）、月の呪いにかかる危険性が生じる。
 ブラッド・レイジ ／血の激怒
狼形態のネブラの近接攻撃は重傷の目標に対して追加で４ダメー

ジを与える。
 サヴェジ・リビューク／ Savage Rebuke 

(即応・対応、ネブラに近接攻撃がヒットした時; 無限回) 
攻撃者にネブラは噛みつき攻撃を行う。
 チェンジ・シェイプ／形態変化 (特殊) • ［変身］
幼いネブラは満月の晩になると狼形態になり、血への衝動に駆ら

れて獲物に襲い掛かる。この形態では凶暴な獣の衝動に突き
 動かされており、理性はない。朝になると人間の姿に戻り、人

としての意識を取り戻すが、狼だったときの記憶はない。
属性 無属性 言語 共通語
技能〈威圧〉 ＋3, 〈看破〉 ＋5, 〈自然〉 ＋5, 〈はったり〉 ＋3

【筋】 11 (＋0) 【敏】 15 (＋2) 【判】 10 (＋0)
【耐】 11 (＋0) 【知】 6 (–2) 【魅】 13 (＋1)
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 「彼方からの声」

マップ２：ライトニング・レイル　客室
光源：明るい光。エヴァーブライト・ランタンと外から入ってく

る稲妻の光に照らされている。

音源：ライトニング・レイルの動く音（自動的）。ベレンドの悲鳴

（〈聞き耳〉難易度５）。

状況：

　1）ベレンド・ブランドと狼形態のネブラ

　2） PC の客室。初期位置は DM が決定するか、PL に選ばせること。

　3）空き室

扉：ブランド親娘の部屋の扉には鍵は掛かっていない。

テーブルとサイド・テーブル：このマスには入ることができない。

ベッド：ベッドに入るのは２マス分の移動と換算する。二段ベッ

ドの上の段に登るには４マス分とする。

遭遇３：
ズィラーゴ・ダーツ（1,250xp）

ズィラーゴ・ダーツは２人のプレイヤーが交互にダーツを投げ

て、標的を当てるゲームである。１０フィート先のメイジクラフト・

ボードには景色が描かれており、その中を幻影のミニチュア・サイ

ズのモンスターが悲鳴をあげながら飛び交っている。これらの威嚇

しながら火を吹いてくるモンスターの虚像はよくできており、本物

のモンスターの様に動く。このモンスターの虚像が、このダーツの

標的である。プレイヤーは互いに３本のダーツを投げあい、３本と

も投げ終わった時点で得点を比べ、より高い得点を取った方が勝者

となる。得点が同じだった場合は、延長戦として更に１本ずつダー

ツを投げる。これを決着するまで繰り返す。

ダーツを投じるプレイヤーはダーツを用いた遠隔攻撃判定を行

い、その結果により、どの標的に当たったかが決定される。

戦闘後
どうにかして、ネブラを取り押さえることができたら、その後

の状況はシナリオ本文を参照のこと。

また、これらの虚像は本物らしく作られている為、モンスター

に詳しいプレイヤーならば、標的の動きを予想することができる。

この為、ある種の技能を習得しているキャラクターはこのゲームで

の遠隔攻撃判定に以下のボーナスを得る。

〈自然〉を習得している ＋１のボーナス

〈魔法学〉を習得している ＋１のボーナス

得点は投擲結果表を参照のこと。

ダーツ：ダーツはこのゲーム用に貸し出される。ダーツは習熟ボー

ナス＋２の単純遠隔武器として扱う。ゲームに用いるダーツは

一投ごとに新しいダーツを用いる。

狙い撃ち：プレイヤーはダーツを投げ前に、狙い撃ちを宣言する

こともできる。狙い撃ちをするときは、ロールをする前にどの

標的を狙うかを宣言する。ロールの結果が、狙った標的を当て
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るのに最低限必要な目より５以上高ければ、狙い撃ちは成功と

なり、狙った標的に命中したことになる。例えば、ゴルゴンを

狙い撃ちした場合、ロールの結果が２５以上であれば、ゴルゴ

ンに命中したことになる。狙い撃ちが失敗すると、ダーツは標

的に当たらず、その投擲は無得点に終わる。

ハラス・マーテン
PC たちの対戦相手はハラス・マーテンというハーフエルフであ

る。彼は到達者財団のメンバーであるが、他人の業績を奪う為に裏

切りや欺瞞を行うことに対して何の良心の呵責も覚えない。

ズィラーゴ・ダーツにおけるハラス・マーテンの遠隔攻撃ボー

ナスは＋ 10 である。加えて、彼はお守りによるボーナスを得られ

る（下記参照）。

幸運のお守り：ハラス・マーテンは幸運をもたらすお守りを首か

ら提げている。このお守りはゴブリンの干し首であり、着用者

に賭け事に対する幸運を提供する。しかしながら、幸運とは移

ろいやすいものであるため、しばしば、このお守りは着用者に

不幸をもたらすこともある。 

このお守りのおかげで、ハラス・マーテンはズィラーゴ・ダー

ツでの攻撃判定に＋３のボーナスを得る。しかしながら、もし

一度でも d20 で ”1” の目を振った場合、このボーナスはペナル

ティへと変化する（-3 のペナルティ）。

ゲームの流れ
■ステージ１：ハラス・マーテンの最初の投擲（先攻）

ハラス・マーテンの先攻でゲームは始まる。ハラス・マーテン

は「ゴルゴン」を狙い撃ちする。

1 投目の遠隔攻撃ボーナス：＋ 13

命中した場合：見事ゴルゴンに命中する。命中したゴルゴンの標

的は煙を吐き出しボードを覆い隠してしまう（このため、ゴル

ゴンに命中すると対戦愛点は次の投擲に−５のペナルティを受

ける）。

外れた場合：ダーツは僅かに目標を外れる。

この投擲を見ていたキャラクターは以下の技能判定を〈魔法学〉

または〈知覚〉判定を行うことができる。

〈知覚〉

難易度 15：

命中した場合：ハラス・マーテンの投げたダーツはゴルゴンから

わずかに外れていたにも関わらず、“ 偶然 ” にも、ゴルゴンの標

的が向かいから現れたワーグの標的とぶつかって動きを止めた

ために命中したことに気がつく。

外れた場合：ハラス・マーテンの投げたダーツはゴルゴンを明ら

かに外していたにも関わらず、“ 偶然 ” にも、ゴルゴンの標的が

向かいから現れたワーグの標的とぶつかって動きを止めたため

にもう少しで命中するところであったことに気がつく。

〈自然〉（上記の〈知覚〉判定に成功したキャラクターのみ）

難易度 15：直前でゴルゴンの標的にぶつかったワーグの標的の動

きは、少し “ 不自然 ” だったことに気がつく。ゲーム盤の不具合

だろうか？

〈魔法学〉（習得者のみ）

難易度 15：ハラス・マーテンの投擲時に彼の首から提げている “ お

守り ” からいびつな魔力を感じ取る。

難易度 20：彼の身につけたお守りの魔力はとても移ろいやすいも

ののようだ。意識して集中すれば、お守りの魔力に干渉するこ

とができそうだと気づく。

■ステージ２：PC の最初の投擲（後攻）

PC はダーツを用いた遠隔攻撃判定を行う。判定結果を投擲結果

表と比べて結果を求めること。なお、PC の投擲に際して、観衆か

ら野次が飛ばされる（下記参照）。

パワーの使用：この遠隔攻撃では基礎攻撃以外のパワーを使用す

ることもできる。ただし、ダーツは一度に一本しか投げられな

いため、ツイン・ストライクなどのようなパワーを使用するこ

とはできない。また、あくまでゲームであるため、基本的に命

中したことによる特殊効果は発生しない。DM は使用するパワー

が物体にも有効なものであれば、その効果は発生することにし

てもよい。

基本的に、このルールはケアフル・アタックやマジック・ウェ

ポンといったパワーの攻撃値の恩恵を得るためのものである。

野次：PC の投擲に際して、観衆から “ 一見 ” の客たちへのからか

いとあざけりに満ちた汚い野次が飛ばされる。この野次は PC の

意志への攻撃として行われる。

野次

＋ 10 対 意志

ヒット：PC は野次に気をとられる。今回の投擲において− 2 のペ

ナルティを受ける。

投擲者の支援

投擲者以外の PC は投擲者を支援することができる。支援する。

1 回の投擲につき、各 PC は以下の行動のうちのどれか 1 つを実行

できる。当然ながら、この支援は投擲を行う前に実行する必要があ

る。

・野次を黙らせる：投擲者または他の PC は野次を黙らせようと試

みることができる。

〈威圧〉（難易度１6）

成功：判定に成功すると、野次の攻撃に−１のペナルティを与える。

加えて、達成値が１6 を超える２ごとに追加で−１のペナルティ

を与える。達成値が２6 を超えると観衆は静まり返り、その回の

投擲では野次が飛ばなくなる。

失敗：観衆は余計に調子に乗り、騒ぎ立てる。次回の PC の投擲

に際して、野次の攻撃に＋２のボーナスを与える。

威圧の援護：複数の PC で援護して野次を抑えようとすることが

できる。この場合、援護する PC は難易度 13 の〈威圧〉判定を

行う。成功すると、目標の次の〈威圧〉判定に＋ 2 のボーナス

を与える。失敗すると、目標の次の〈威圧〉判定に− 1 のペナ

ルティを与える。
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 「彼方からの声」
・応援する：投擲者以外の PC は投擲者を応援することで、野次に

負けないよう支援することができる。

〈交渉〉または〈はったり〉（難易度：以下参照）

〈交渉〉または〈はったり〉の判定結果が野次の攻撃ロールの結

果を上回れば、その回の投擲者の意志防御値に＋ 1 のボーナスを

与える。このボーナスは最大で＋２まで与えることができる。判定

に失敗してもペナルティは生じない。

・アドバイスを投げる：ボード上の標的の動きを見るなどして、

投擲者に助言を与える。

〈自然〉、〈魔法学〉（いずれも取得者のみ）（難易度 13）

この判定は投擲者が〈自然〉または〈魔法学〉を習得していな

い場合にのみ、その習得していない技能でそれぞれ 1 回だけ行える。

成功：投擲者の次の投擲に＋１のボーナスを与える。

失敗：投擲者の次の投擲に− 1 のペナルティを与える。

〈看破〉（難易度 18）

ボード上の標的の動きを読んでアドバイスを行う。

　成功：投擲者の次の投擲に＋１のボーナスを与える。

　失敗：投擲者の次の投擲に - １のペナルティを与える。

■ステージ３：ハラス・マーテンの二回目の投擲

ハラス・マーテンは今回も「ゴルゴン」を狙い撃ちする。DM は

攻撃ロールを行い、結果を求めること。なお、ハラス・マーテンが

投擲の d20 ロールで ”1” を出した場合は、お守りのボーナスがペ

ナルティに変わる点に注意すること。

ハラス・マーテン

　ズィラーゴ・ダーツの遠隔攻撃ボーナス：＋ 10

　幸運のお守り：今回の投擲に＋３のアイテム・ボーナス

　意志防御値：20

　〈看破〉　＋８

ハラス・マーテンの投擲に際して PC たちは以下の行動をとるこ

とができる。

・お守りの魔力を歪める：お守りに干渉して、不安定な魔力を抑

圧させようと試みることができる。

〈魔法学〉（習得者のみ）

難易度 20 に成功：お守りの魔力を抑圧することに成功する。ハ

ラス・マーテンは次の投擲にお守りのボーナスを加えることが

できない。

難易度 25 に成功：お守りの魔力を逆転させる。今日一日、ハラス・

マーテンはお守りから受けるボーナスを失い、同じだけのペナ

ルティを受ける。

失敗によるペナルティはない。

・野次を飛ばす（投擲者以外の PC のみ）：ゲームの参加者である

投擲者以外の PC はハラス・マーテンに野次を飛ばすことができ

る。参加者である投擲者がこれを行うことはできない。

〈威圧〉対 ” ハラス・マーテンの意志 ” 

成功：ハラス・マーテンは今回の投擲に− 2 のペナルティを受ける。

このペナルティは累積しない。

・挑発／気をそらす（投擲者以外の PC のみ）：投擲者以外の PC は

ハラス・マーテンを挑発したり、気をそらさせたりすることで、

「狙い撃ち」の邪魔をしたり、あるいは目標を返させたりできる。

〈はったり〉

難易度 18 に成功：ハラス・マーテンは集中を乱し、「狙い撃ち」

ができなくなる。彼は「狙い撃ち」をあきらめ、通常通りのダー

ツを投げる。

難易度 23 に成功：ハラス・マーテンは「狙い撃ち」の目標を変

更する。PC はワーグとブレイを除く、ゴルゴン以上の好きな目

標をハラス・マーテンに「狙い撃ち」させることができる。

■ステージ４：PC の二回目の投擲

ステージ 2 に同じ。

■ステージ５：ハラス・マーテンの三回目の投擲

三回目の投擲ではハラス・マーテンは「狙い撃ち」を行わない。

それ以外はステージ 3 に同じ。

■ステージ 6：PC の最後の投擲

ステージ 2 に同じ。

決着
互いに３回投げて決着がつけばゲーム終了となる。もし、引き

分けだった場合は決着がつくまで追加で 1 本ずつダーツを投げる

（ステージ 5 と 6 を繰り返す）。

投擲結果表

判定結果 標的 得点

出目 ”1” 標的を外す 0 点

14 以下 ワーグ １点

15 ～ 19 ブレイ ２点

20 ～ 24 ゴルゴン

２点

対戦相手は次の

投擲に− 5 のペナ

ルティ

25 ウォーフォージド

２点

投擲者の次の得

点は２倍になる

26 ～ 30 ファイヤー・ジャイアント ３点

31 ＋ グリーンドラゴン ５点

再挑戦
ハラス・マーテンに再挑戦する場合は上記の手順を繰り返す。

ただし、以下の点に注意すること。

・2 回目以降は先攻後攻を入れ替える。

・2 回目以降はハラス・マーテンの手の内は既に判明しているため、

2 回目以降の最初の投擲はステージ 3 と同様に扱う。

・もし、ハラス・マーテンが 1 度でも “1” の目を出していた場合、

お守りの効果はその日の間逆転することに注意すること。この

場合、ハラス・マーテンは 3 回続けて負ければ「今日はとこと

んついていないようだ」と首をかしげてダーツを切り上げる。
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遭遇４：
ゴンドラの戦い(1,500xp)
状況

ドック・タワーの昇降用ゴンドラに PC たちが乗っているところ

へ、ディマイズが配下のアンデッドを伴って、フェザー・フォール

でゴンドラに直接降り、強襲を仕掛ける。PC およびベレンドとネ

ブラをゴンドラ上に配置すること。

準備された遭遇
この思いがけない襲撃は不意討ちラウンドから始まる可能性が

ある。PC は〈知覚〉（難易度 18）を行うこと。成功した PC は不

意討ちを受けないが、失敗した PC は不意討ちを受ける。1 人でも

失敗した PC がいる場合、この遭遇は不意討ちラウンドから始まる。

不意討ちラウンドで行動ができるのは不意討ちを受けなかった PC

と敵側クリーチャーのみである。

不意討ちラウンド終了後、以下を読むこと。

ゴンドラに飛び降りて来た３つの人影は、ゴンドラに降り

ると同時に外套をはぎ取った。１体は質の良いブレストプレー

トで身を包み、２本のシミターをその手に握っているスケル

トンで、その目はまさに悪意に満ちている。もう１体はハー

フプレートに身を包み、ロングソードを手に持ったゾンビで、

その腐った肉はただれて中の腱や骨が見え、黒い眼孔は不吉

な光を放っている。最後の１人は影のような衣装に身を包み、

灰色で腐敗した肌を持つエルフの女性であった。その顔は美

しいデスマスクで覆い隠している。彼女はデスマスクをこち

らに向けると、

「悪あがきは止めて大人しく降伏せよ。さもなくば死を選べ」

と告げた。

ゴンドラ上での戦闘
ゴンドラは吊るされているだけなので、戦闘をするには不安定

な場所である。この為、戦闘開始後、２ラウンド目からは、ゴンド

ラの上にいるものは移動しようとする度に〈軽業〉判定を行わなけ

ればならない。

〈軽業〉判定　難易度 15

成功：通常の半分の速度で移動できる。

４以下の差で失敗：スタート時のマスに留まり、移動アクション

のそれ以降の部分を失う。

5 以上の差で失敗：バランスを崩し、スタート時のマスで転倒し

て “ 伏せ状態 ” となる。移動アクションのそれ以降の部分を失う。

ダメージを受けた場合：ゴンドラの上にいるクリーチャーはすべ

て、ダメージを受けた場合にバランスを保つために〈軽業〉判

定を行わなければならない。判定結果が 10 以下だった場合、そ

のクリーチャーは転倒して “ 伏せ状態 ” になる。

ゴンドラの移動
戦闘開始時、ゴンドラは地上から 20 フィートの高さにある。戦

闘開始後、ゴンドラはそのラウンドの最後に 10 フィートずつ上昇

する。

クリーチャー
ベレンドとネブラ：ベレンドとネブラは戦闘開始後、邪魔になら

ないようにと、敵からなるべく遠い隅へと対比する。ベレンド

がネブラを抱きかかえるため、2 人で 1 マスを占有する。ディ

マイズらはこの親子を生きて捕らえるため、彼らの攻撃の目標

とはならない。

ディマイズ：彼女は “ ヴォルの血 ” の信奉者であり、翠玉爪騎士

団とは密接な関係にある。黒いローブとダークウィーヴの外套

で身を覆っている。彼女の顔は美しいデスマスクで覆われてい

る。肌の見えている部分━━手、腕、そして首━━は、灰色で

腐食している。その姿は、アンデッドに見える。

カルナシ・スケルトンの尖兵：彼らは元翠玉爪騎士団の兵士であり、

ヴォルの血の秘儀によって生み出されたアンデッドである。

カルナシ・ゾンビの尖兵：彼らは元翠玉爪騎士団の兵士であり、ヴォ

ルの血の秘儀によって生み出されたアンデッドである。

ディマイズの戦術
ディマイズは不意討ちラウンドに厄介そうな相手 2 体（あるい

は不意討ちされなかった PC）に対して、シャックルズ・オヴ・デ

スで攻撃する。

続くラウンドでは最初にフロートを発動してゴンドラが揺れる

影響から逃れ、スケルトンとゾンビを支援するように攻撃する。

hp が 1/4 以下になると、ディマイズはゴンドラから飛び降りて

逃走する。ディマイズはトロランポートの治安がよく、犯罪者に厳

しい都市であることを知っているため、襲撃が失敗したら、速やか

にこの国を離れようとする。

ディマイズのフロートはウィザードの汎用呪文と同じであり、

このため、一度地面に着地すると効果が終了する。

カルナシ・スケルトンの尖兵の戦術
カルナシ・スケルトンの尖兵はディマイズからベレンドとネブ

ラ以外のものは殺してしまえと命令されている。カルナシ・スケル

トンはディマイズに敵が向かわないようにしながら、立ちはだかる

ものを攻撃する。このスケルトンは【敏捷力】が高いため、必要に

応じて有利なポジションで戦えるように移動する。

カルナシ・ゾンビの尖兵の戦術
カルナシ・ゾンビの尖兵はディマイズからベレンドとネブラ以

外のものは殺してしまえと命令されている。カルナシ・ゾンビはディ

マイズに敵が向かわないようにしながら、立ちはだかるものを攻撃

する。

このゾンビは〈軽業〉が得意ではないため、なるべく移動せず

に攻撃を試みる。
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 「彼方からの声」

ディマイズ	 レベル	９	精鋭	制御役
中型・フェイ・人型	 XP	800

イニシアチブ ＋5 感覚 〈知覚〉 ＋5; 夜目
HP 190; 重傷値 95
AC 23; 頑健 21; 反応 22; 意志 23
セーヴィング・スロー ＋2 
移動速度 7 
アクション・ポイント 1
m バトル・スタッフ (標準; スタッフが必要; 無限回) • ［武器］, ［冷気］
＋13対頑健; 2d6 ＋ 6 ［冷気］ダメージ(攻撃ロールの19か20でクリ

ティカル、クリティカル時 2d8 ＋ 18), 加えて、目標はディマ
 イズの次のターンの終了時まで減速状態になり、頑健防御値

に－2のペナルティを被る。
r ヴァンピリック・レイ (標準; 無限回) • ［死霊］
遠隔 10; ＋13 対 頑健; 2d8 ＋ 6 ［死霊］ダメージ (クリティカル時 

2d8 ＋ 22), 加えてディマイズは一時的ヒット・ポイント4点
 を得る。この攻撃の目標が重傷ならば、目標はディマイズの

次のターンの終了時まで弱体化状態になる。
R シャックルズ・オヴ・デス／死神の刈入れ

 (標準;再チャージ 5 6) • ［死霊］
遠隔10・2体までの敵を目標にする; ＋13 対 頑健; 2d8 ＋ 6［死霊］

ダメージ（クリティカル時 2d8 ＋ 22）, 加えて目標は継続的
 ［死霊］ダメージ10を受ける（セーヴ・終了）。この継続的ダメ

ージを受けている間、目標は回復力を消費できない。
A ブラッド・ウェイヴ／鮮血の波動

 (標準; 一日毎; 重傷時のみ) • ［恐怖］、［精神］
近接範囲・爆発2; 範囲内の敵を目標にする; ＋10 対 頑健; 3d8 ＋ 6

［精神］ダメージ(クリティカル時 2d8+22)。加えてディマイ
 ズは目標を1マス押しやり、伏せ状態にする。
 エルヴン・アキュラシィ (フリー ; 遭遇毎) 
ディマイズは1回の攻撃ロールを再ロールする。2回目の結果を適

用すること。
 フロート (マイナー ; 一日毎) 
この遭遇の終了時か、着地するまで、ディマイズは地上から6イン

チ浮かび上がる。ディマイズは移動に関するペナルティと地
 形に起因する制限を無視する。また、ゴンドラが揺れる影響

を受けず、2ラウンド目以降も〈軽業〉判定を必要としない。
 ただし、ゴンドラの外へ出てしまうと落下する。
 フェザー・フォール 
ディマイズはリング・オヴ・フェザー・フォールを装備しており、
 落下によるダメージを受けず、落下により伏せ状態になるこ

ともない。
 シャドウダンス・ローブ 
ディマイズの遠隔攻撃と遠隔範囲攻撃は機会攻撃を誘発しない。
 荒地渡り 
ディマイズはシフトするとき移動困難な地形を無視する。
属性 悪 言語 共通語, エルフ語, 巨人語, 竜語
技能〈隠密〉 ＋12, 〈宗教〉 ＋13, 〈はったり〉 ＋12, 〈魔法学〉 ＋13, 
 〈歴史〉 ＋13

【筋】 8 (＋3) 【敏】 12 (＋5) 【判】 13 (＋5)
【耐】 15 (＋6) 【知】 19 (＋8) 【魅】 17 (＋7)

装備 バトル・スタッフ＋2、シャドウダンス・ローブ ＋2、リング・
オヴ・フェザー・フォール

カルナシ・スケルトンの尖兵	 レベル	８	遊撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）	 XP	350

イニシアチブ ＋11 感覚 〈知覚〉 ＋12; 暗視
HP 85; 重傷値 42
AC 22; 頑健 20; 反応 22; 意志 18
耐性 ［毒］;［病気］; 抵抗 10［死霊］; 脆弱性 5［光輝］
移動速度 6 
m シミター (標準; 無限回) • ［武器］
＋13 対 AC; 1d8 ＋ 8ダメージ (クリティカル時 1d8 ＋ 16), 加えて、
 目標はカルナシ・スケルトンの尖兵の次のターンまでマーク

される。
M ボーン・ダンス 
(即応・反応, 隣接するマークされた敵が移動したり、カルナシ・ス
ケルトンの尖兵を目標に含まない攻撃を行った時; シミターが必
要; 無限回) 
カルナシ・スケルトンの尖兵は１マスシフトし、近接基礎攻撃を

１回行う。＋11 対 AC
M エヴィセレイティング・スラッシュ 

(標準; シミターが必要; 遭遇毎) • ［武器］
＋13 対 AC; 3d8 ＋ 6ダメージ (クリティカル時 1d8 ＋ 30), 加えて

継続的ダメージ10を受ける(セーヴ・終了)。
M レイザー・ストーム・ストライク

 (標準; 2本のシミターが必要; 無限回) 
カルナシ・スケルトンの尖兵は1ラウンドに2回の基礎攻撃を行う。

この攻撃の前、中間、あるいは後に1マスシフトできる。
属性 悪 言語 共通語

【筋】 17 (＋7) 【敏】 21 (＋9) 【判】 13 (＋5)
【耐】 13 (＋5) 【知】 10 (＋4) 【魅】 7 (＋2)

装備 シミター ×2, スケイル・アーマー

カルナシ・ゾンビの尖兵	 レベル	８	暴れ役
中型・自然・自律体（アンデッド）	 XP	350

イニシアチブ ＋5 感覚 〈知覚〉 ＋7; 暗視
HP 107; 重傷値 53
AC 20; 頑健 22; 反応 18; 意志 20
耐性 ［毒］;［病気］; 抵抗 5［死霊］; 脆弱性 5［光輝］
移動速度 5 
m バスタード・ソード (標準; 無限回) • ［武器］
＋11 対 AC; 2d8 ＋ 5ダメージ。
M ドライヴィング・アソールト

 (標準, バスタード・ソードが必要; 無限回) 
＋11 対 AC; 2d8 ＋ 5ダメージ。加えて、目標を2マス押しやり、伏

せ状態にする。ミス：カルナシ・ゾンビの尖兵は目標に隣接
 する目標以外の敵に1回の近接基礎攻撃を行う。
バトル・ラス (即応・対応; カルナシ・スケルトンの尖兵に

近接攻撃がヒットした時; 重傷時のみ; 無限回) 
カルナシ・ゾンビの尖兵は隣接する敵1体に近接基礎攻撃を行う。
属性 悪 言語 共通語

【筋】 22 (＋10) 【敏】 12 (＋5) 【判】 17 (＋7)
【耐】 17 (＋7) 【知】 10 (＋4) 【魅】 7 (＋2)

装備 バスタード・ソード, ヘヴィ・シールド, プレート・アーマー
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マップ３：ドック・タワーのゴンドラ
光源：明るい光。陽光。

音源：ゴンドラの動く音（自動的）。

状況：PC をゴンドラの好きな位置に配置させること。その後、ディ

マイズとカルナシ・スケルトン／ゾンビは空いたマスに入れるこ

と。

ゴンドラ：ゴンドラ上での戦闘は不安定な為、戦闘開始後２ラウ

ンド目からは、移動しようとするたびに〈軽業〉判定を行う必要

がある。また、ダメージを受けた場合にも同様に〈軽業〉判定を

行う。

ゴンドラの手すり：ゴンドラには落下防止用の手すりが備え付け

られている。このため、ゴンドラから落ちるような強制移動が発

生した場合のセーヴィング・スローに＋５のボーナスが得られる。

自分から手すりを乗り越えるには２マス分の移動を必要とする。

ゴンドラから落ちたPC
ゴンドラから落ちた PC は大きなダメージを受け、瀕死状態に

陥る可能性もある。ゴンドラ上で戦闘が生じれば直ぐに人が集ま

るため、ゴンドラから落ちた PC がダメージを受けて hp 0 以下に

なった場合、1 ラウンド後には駆けつけた人々やノームの市警に

よって手当てされる。このため、死亡セーヴの判定は必要ない。

ゴンドラから落ちた PC が戦線に復帰するのはより困難である。

ゴンドラから落ちた PC はドック・タワーの技師と〈交渉〉して、

戦闘中のゴンドラを止めるように頼むことはできるかもしれない。

あるいは、ゴンドラを降ろして貰うこともできるだろう。ゴンド

ラの下降速度は上昇速度と同じである。プレイヤーが素晴らしい

アイディアを思いついたのであれば、DM は適切に処理をすると

よいでしょう。

レベル調整
パーティ人数が４人以下の場合は、この遭遇からカルナシ・ゾ

ンビの尖兵を省くこと。

遭遇５：天然放火魔（1,000xp）
状況

飛空挺 “ フライング・ピッグ ” 号の船倉で、リヴィング・フレイ

ミング・スフィアーが元気に放火活動に勤しんでいる。

マップ４：“フライング・ピッグ”号の船倉
光源：明るい光。エヴァーブライト・ランタンと燃えている貨物。

音源：貨物が燃えている音。及び、船員たちの声。

状況：

1） リヴィング・フレイミング・スフィアー

2） 燃えている貨物

3） ロッカー：すべてのロッカーには鍵が掛かっている。

4） PC の初期位置。

5） 荷箱

6） 樽

荷箱：この大きな荷箱は高さ 6 フィートほどで、マスを占有し、

遮蔽を提供する。〈運動〉判定（難易度１５）に成功すれば登攀

により荷箱の上に乗ることができる（登攀は移動速度の半分にな

る点に注意すること）。

樽：樽のあるマスは移動困難である。樽と同じマスにいるクリー

チャーは遮蔽を得る。

燃えている貨物：移動困難な地形として扱う。加えて、このマス

に入るか、自分のターンを開始したクリーチャーは 1d8 の［火］

ダメージを受ける。

クリーチャー
リヴィング・フレイミング・スフィアー：このリヴィング・フレ

イミング・スフィアーはモーンランド近くの廃墟で発見されたも

のを、アンデールの秘術評議会が捕らえたものである。彼らは、

これをサンプルとしてアルカニックスの浮遊塔に送る

ことにした。しかし、このリヴィング・スペルを捕ら

えていた容器にした施術が力不足であった為、容器を

内側から破壊して脱出した。

リヴィング・フレイミング・スフィアーの
戦術

この生まれながらの放火魔は、近くにある可燃性の

ものを燃やすためだけに存在する。常に、最も近くに

ある可燃性のものを攻撃する。それには人間やウォー

フォージド（ウォーフォージドには木材などの可燃性

の部品も使われている）も含まれる。攻撃してくるク

リーチャーがいれば、まずはその “ 邪魔者 ” から排除す

る。
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リヴィング・フレイミング・スフィアー

レベル 10	精鋭	遊撃役
中型・異形・野獣（ウーズ、無視覚）	 XP	1,000

イニシアチブ ＋11 感覚 〈知覚〉 ＋7; 擬似視覚10
ブレイジング・ハスク／燃え盛る炎の外殻 オーラ 1; オーラの範
 囲内で自分のターンを開始した敵は10点の［火］ダメージを与

える。
HP 220; 重傷値 110
AC 24; 頑健 24; 反応 22; 意志 20
抵抗 ［火］10; 脆弱性 ［冷気］(リヴィング・フレイミング・スフィ

アーが［冷気］ダメージを受けると、次のターンの終了時ま
 でblazing husk の与えるダメージは半分になる)
移動速度 飛行 6 (ホバリング; 高度限界1)
アクション・ポイント 1
m 叩きつけ (標準; 無限回) • ［火］
＋13 対 反応; 3d6 ＋ 8［火］ダメージ。
M イモレイティング・クラッシュ

 (標準; 突撃時のみ; 再チャージ 5 6) • ［火］ 
＋13 対 反応; 1d6 ＋ 4［火］ダメージ, 加えて継続的［火］ダメージ

10（セーヴ・終了）。スフィアーは目標を2マス押しやって、
 伏せ状態にする。効果：リヴィング・フレイミング・スフィ

アーは2マスシフトできる。
M ローリング・ストライク (移動; 無限回) • ［火］ 
リヴィング・フレイミング・スフィアーは6マス移動し、その移動

中に好きなタイミングで1回の攻撃をすることができる。; 
 ＋13 対 反応; 3d6 ＋ 8［火］ダメージ, 加えて、目標は伏せ状態
 になる。リヴィング・フレイミング・スフィアーはこの移動

によって、目標からは機会攻撃を誘発しない。
スピニング・エスケープ 

(即応・対応, 敵の攻撃がヒットした時; 無限回)  
リヴィング・フレイミング・スフィアーは1マスシフトする。
属性 悪 言語 共通語

【筋】 22 (＋10) 【敏】 12 (＋5) 【判】 17 (＋7)
【耐】 17 (＋7) 【知】 10 (＋4) 【魅】 7 (＋2)

遭遇６：“黄昏の門”と地下竜教団
（1,905xp）

状況
デルキールと異形を崇める地下竜教団が、彼らの “ 主人 ” に生贄

を捧げる為の儀式をしている。この場所はウルフズ・パウのシフター

たちが余り近づかないこと、森の中の開けた空間であること、そし

て、“ 黄昏の門 ” の道標となっているエヴァーブライト・ランタン

が異形ならぬ信者たちに明かりを提供するために、彼らの格好の儀

式の場となっている。

ドルゴーントは目が見えない代わりに広範な擬似視覚を持って

いる。このため、PC たちが近づいてくることに気がついている。

マップ５：黄昏の門
光源：

　明るい：エヴァーブライト・ランタンの 10 マス以内。

　薄暗い：エヴァーブライト・ランタンから 11 マス以上離れた

場所。

音源：特になし。地下竜教団は PC たちに気がついているため、

儀式を中断している。
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状況：

1） 地下竜教団司祭リシュル

2） ドルグリムの上級戦士（2）

3） ドルゴーントの修道僧

4） 地下竜教団の信者（５）

5） PC の初期位置

6） 縛り首の木

7） 儀式の祭壇

8） エヴアーブライト・ランタンのポール

地形
木：木はマスを占有し、その背後に隠れるものに遮蔽を提供する。

藪地：マップ上の藪地（緑の濃い部分）は移動困難地形である。

縛り首の木：この特別な植物は枝から伸びる蔦で近くを通る動物

を襲い、縛り上げてゆっくりと養分を吸う。本来、ラマニアに

観られる植物であるが、ラマニアに通じる門のあるこの場所で

育った。地下竜教団のメンバーはこの木の存在を知っており、

しばしば捕らえた生贄を縛り付けるために利用する。

祭壇：この祭壇はかつてはこの地に逃れてきたライカンスロープ

たちが、道中で倒れていった仲間たちを弔うための葬儀に用い

られていた。後に、地下竜教団によって生贄を捧げる儀式のた

めの祭壇として用いるようになった。 

　結果として、大勢の命と血を吸い上げてきたこの祭壇は死者

の怨念が留まっている。 

　この岩に登るには２マス分の移動力を要する。

効果：この岩とその周囲１マス以内にいるクリーチャーの攻撃は、

攻撃ロールで１９か２０がでるとクリティカルになる。

エヴァーブライト・ランタンのポール：このランタンは〈黄昏の

門〉を目指すライカンスロープたちへの道標として設置されて

いる。このポールのすぐ向こう側がラマニアに通じるポータル

へとなっている。 

　このため、このポールの付近ではラマニアの影響が強くなっ

ている。 

　〈自然〉または〈魔法学〉を習得済みのキャラクターはこのラ

ンタンのポールを見た際に技能判定を行うことができる。成功

すると以下の情報を得られる。 

〈魔法学〉（難易度２０）：〈魔法学〉の判定に成功したキャラクター

はランタンのあるポールの付近にポータルのような時空の歪み

があることが判る。 

〈自然〉（難易度２０）：〈自然〉の判定に成功したキャラクター

はこのランタンの明かりの中では自然の影響力が強く出ている

ことが判る（下記の効果の内容を知ることができる） 

効果：ランタンの明かりの範囲内にいるクリーチャーは〈原始〉

キーワードのパワーによる攻撃に＋１のボーナスを得る。

クリーチャー
リシュル、地下竜教団の司祭：デルキールを崇め、異形を崇拝し

ている。彼らは狂っており、異形を美しく神聖な生き物と見て

いる。彼らは異形とともに暮らすことで、やがて、自分たちも

異形になれると信じている。

地下竜教団の信者（６）：もともとはちょっとしたスリルを楽し

むつもりで地下竜教団に加わった近隣の小さな村の住人である。

今では、彼らもまた、リシュルと同じ狂気と幻想を抱いている。

ドルゴーントの修道僧：このドルゴーントは、この小さな教団の

生ける偶像である。しばしば、自身の戦闘能力を試す為、付近

を旅する旅人や冒険者を襲撃している。

ドルグリムの上級戦士（２）：このドルグリムたちは、

ドルゴーントに仕える為だけにここにいる。

地下竜教団司祭リシュルの戦術
リシュルは最初にハウル・オヴ・ドラゴン・ビロウを

使用し、祭壇から離れない位置で PC たちを狙い打つ。

また、縛り首の木の側に位置して、PC たちが木の範

囲に入るように誘導する。

彼は狂っており、死ぬまで戦い続ける。

地下竜教団の信者の戦術
彼らは祭壇の恩恵を受けることよりも邪魔者たちを新

たな生贄に捧げんと（可能なら）突撃して攻撃する。

彼らは狂っており、降伏せず最後まで戦う。

ドルゴーントの修道僧の戦術
ドルゴーントなるべくテンタクルで敵を掴もうとす

る。祭壇の恩恵を心得ているため、なるべく祭壇から離

れようとしない。

ドルグリムの上級戦士の戦術
ドルグリムもまた自発的に祭壇から離れようとはしな

い。彼らは敵が離れている間は各ターンにクロスボウを

打ち続け、近づいてきたらショート・ソードで攻撃する。

その 4 本の腕にショート・ソード、ライト・シールド、

そしてクロスボウを装備しているを装備しているため、

武器の持ち替えを必要としない。
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リシュル、地下竜教団司祭	 レベル	8	精鋭・制御役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP	700

イニシアチブ ＋8 感覚 〈知覚〉 ＋8
HP 176; 重傷値 88
AC 24; 頑健 19; 反応 22; 意志 23
セーヴィング・スロー ＋2 
移動速度 6 
アクション・ポイント 1
m メイス (標準; 無限回) • ［武器］
＋13 対AC; 1d8 ＋ 4 ダメージ
r ファング・オヴ・ドラゴン・ビロウ／地下竜の牙

(標準; 無限回) • ［精神］
遠隔 10; ＋12 対 頑健; 3d6＋6 ［精神］ダメージ
R モウ・オヴ・ドラゴン・ビロウ／地下竜の顎

 (標準; 無限回) • ［精神］
ファング・オヴ・ドラゴン・ビロウによる攻撃を2回行う。
A ハウル・オヴ・ドラゴン・ビロウ／地下竜の咆哮

(標準; 再チャージ 5 6) • ［恐怖］、［冷気］
遠隔範囲・爆発 1・10マス以内; ＋12 対 反応; 3d8＋6  ［冷気］ダメ

ージ。加えて、目標は恐怖で身が凍りつき、動けない状態に
 なる（セーヴ・終了）。
C グレア・オヴ・ドラゴン・ビロウ／地下竜の眼光

 (即応・対応, 敵が隣接するマスに入ったとき; 遭遇毎) •［恐怖］
近接範囲・爆発 1, トリガーとなった目標のみ; ＋12 対 意志; 目標

を4マス押しやる。
C ホリフィック・グレア／凄惨なる眼光

(即応・反応, 最初に重傷になった時; 遭遇) • ［恐怖］
リシュルは即座にグレア・オヴ・ドラゴン・ビロウを再チャージ

し使用する。
属性 混沌にして悪 言語 共通語, 深淵語
技能 〈宗教〉 ＋10

【筋】 10 (＋4) 【敏】 14 (＋6) 【判】 18 (＋8)
【耐】 16 (＋7) 【知】 12 (＋5) 【魅】 21 (＋9)

ドルグリムの上級戦士	 レベル	6	遊撃役
小型・異形・人型	 XP	250

イニシアチブ ＋8 感覚 〈知覚〉＋5; 夜目
HP 70; 重傷値 35
AC 20; 頑健 18; 反応 17; 意志 18
脆弱性 5 ［精神］
セーヴィング・スロー ［魅了］および［恐怖］効果に対して＋2 ボー

ナス
移動速度 6 
m バトル・アックス (標準; 無限回) • ［武器］
＋10 対 AC; 1d10＋3 ダメージ
r ヘヴィ・クロスボウ (標準; 無限回) • ［武器］
遠隔 15/30; ＋10 対 AC; 1d10＋1 ダメージ
 ダブル・アクション 
戦闘開始時に、ドルグリムの上級戦士はイニシアチブ判定を2回行

う。二つの脳を持つドルグリムはあたかも2体のクリーチャ
 ーのように、両方のイニシアチブ・カウントで自身のターン

を開始し行動する。即応アクションもそれぞれのターンが回
 ってくる毎に回復する。
 ドルグリム・タクティクス 

(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) 
ドルグリムの上級戦士は1マスのシフトを行う。
 コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位 
ドルグリムの上級戦士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の追加ダメージを与える。
属性 悪 言語 深淵語, ゴブリン語

【筋】 18 (＋7) 【敏】 16 (＋6) 【判】 14 (＋5)
【耐】 14 (＋5) 【知】 10 (＋3) 【魅】 10 (＋3)

装備 ライト・シールド, ショート・ソード, クロスボウ, ボルト 20本

レベル調整
パーティ人数が４人以下の場合、この遭遇からドルグリムの

上級戦士を１体除外すること。６人の場合は、ドルグリムの上

級戦士を１体追加すること。

地下竜教団の信者	 レベル	2	雑魚
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP	31

イニシアチブ ＋5 感覚 〈知覚〉 ＋3
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 15; 反応 14; 意志 14
移動速度 6 
m グラス・ダガー／ガラスの短剣 (標準; 無限回) •［武器］
＋12 対 AC; 4ダメージ
M デス・ストライク (0 ヒット・ポイントになった時) 
地下竜教団の信者は隣接するすべての敵にダガーで攻撃できる。
属性 悪 言語 共通語, 深淵語

【筋】 17 (＋4) 【敏】 14 (＋3) 【判】 14 (＋3)
【耐】 12 (＋2) 【知】 9 (＋0) 【魅】 11 (＋1)

ドルゴーントの修道僧	 レベル	8	制御役
中型・異形・人型	 XP	350

イニシアチブ ＋9 感覚 〈知覚〉 ＋7; 擬似視覚 20
HP 86; 重傷値 43
AC 22; 頑健 20; 反応 21; 意志 20
移動速度 8 
m テンタクル／触手 (標準; 無限回) 
間合い2；＋13 対 AC；2d4＋5ダメージ。また、目標はつかまれる。

ドルゴーントの修道僧は同時に3体以上のクリーチャーを
 つかみ続けることはできない；クラッチ・オヴ・デスも参照

のこと。
m フィスト／拳（標準；無限回）
＋13対AC；2d6＋5ダメージ。
M イネクソラブル・ドラッグ／容赦ない引きずり 

（マイナー；無限回）
このドルゴーントの修道僧につかまれているクリーチャー 1体が
 目標；＋12対“頑健”；このドルゴーントの修道僧は目標を2

マス横滑りさせる。
 クラッチ・オヴ・デス／死の抱擁 
ドルゴーントの修道僧は一度に触手を最大2本まで使用してつか

むことができる。敵をつかんでいるあいだも、このドルゴー
 ントの修道僧は普通に行動できるが、敵をつかんでいる触手

をほかの攻撃に使うことはできない。いっぽう、敵はその触
 手を攻撃することができる。
 攻撃がその触手にヒットすると、ドルゴーントの修道僧自身

に害はおよばないが、その触手はつかんでいる敵を放さなけ
 ればならない。触手の防御値はこのドルゴーントの修道僧の

防御値に等しい。
 ヴァイタリティ・リーチ／活力吸引 •［死霊］
　ドルゴーントの修道僧につかまれたまま自分のターンを開始し

た目標は、［死霊］ダメージ10をこうむる。また、このドルゴ
 ーントの修道僧は一時的ヒット・ポイント10を得る。
属性 悪 言語 ゴブリン語、深淵語
技能 〈運動〉 ＋14, 〈隠密〉 ＋14

【筋】 17 (＋7) 【敏】 20 (＋9) 【判】 17 (＋7)
【耐】 14 (＋6) 【知】11 (＋4) 【魅】 12 (＋5)

縛り首の木	 レベル	5	障害物型
危険要因	 XP	200

危険要因：縛り首の木は1マスを占める。この木に隣接するマス 
にクリーチャーが入ると作動する。

〈知覚〉
木の存在には判定の必要なく気がつく。
他の技能：〈自然〉
　難易度20：キャラクターはこの木が縛り首の木だとわかる。
作動
クリーチャーがこの木に隣接するマスに入ると、縛り首の木から

蔦が伸びてきて、そのクリーチャーを縛り上げようとする。
攻撃
機会アクション　　　　　　　近接
目標：隣接するマスに入ったクリーチャー
攻撃：＋８対“敏捷”
ヒット：目標は蔦につかまり、移動できない状態になる。
対抗手段
脱出：移動アクション
　〈運動〉（難易度22）
　〈軽業〉（難易度17）
　　成功：キャラクターは蔦から脱出し、この移動アクションの

一部として1マスのシフトを行える。
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シナリオに遭遇を追加する
本シナリオは数日に渡る冒険のため、各遭遇の度に大休憩をと

る事ができる。もし、このシナリオを何回かに分けて遊ぶ場合、

DM はいくつか遭遇を追加すると良いでしょう。特に遭遇６の前に

森の中で危険な肉食動物との遭遇や儀式の警護をしている地下竜教

団の警備との遭遇を追加すると良いでしょう。森の中で遭遇する動

物の例としてはモンスター・マニュアル掲載の「ダイア・ウルフ」

を 4~5 体あたりが適切でしょう。また、地下竜教団の警備の遭遇

例としては、地下竜教団の狂戦士としてモンスター・マニュアル掲

載の「人間の狂戦士」が４体と遭遇６に登場する「ドルグリムの上

級戦士」が２体などが良いでしょう。もし、シナリオ「失われし王

冠を求めて」を持っている場合、「ドルグリムの上級戦士」の代わ

りに「失われし王冠を求めて」に登場する「ドルゴーント」を出す

のも良いでしょう。これらはあくまでサンプルであり、DM は適切

と思われるクリーチャーや遭遇を追加すると良いでしょう。

■ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版　6レベル アドベンチャー・シ
ナリオ 『月の呪い』

アドベンチャー製作：Lapin
編集 /DTP	:上田 明（HobbyJAPAN）

■「月の呪い」は、2010 年 6 月に開催された、HobbyJAPAN RPG 

コンベンションの「本格冒険コース」にて用いられたアドベンチャー
を、ダウンロード・サービスにあたって更新したものです。

● ルールやシナリオの内容に関するご質問につきましては、お電話
ではお答えできません。お手紙、ユーザーサポートへの電子メール

（cardgame@hobbyjapan.co.jp）にてお寄せください。

● 本アドベンチャーに掲載のダンジョン・マップ、ハンドアウトな
どについてはセッションに用いる個人的用途に限りコピーして使用
できます。

● セッションで直接に使用するための出力（プリントアウト）を除き、
本冊子そのもの、および掲載されたイラスト、図版、文章などの無
断転載、複写、複製ならびに、形態を問わず再配布を禁じます。

● 本アドベンチャーを含め、WotC による製作物の翻訳ではない場
合、公式なサプリメントに記述されていない設定、人物、クリー
チャー、事件、事象などは、オフィシャルなものではありません。
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