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はじめに
ネヴァーウィンター・ゲーム・デイへようこそ！　本書には、その日の

卓で作成される5人の1レベル・キャラクター用にデザインされたアドベ
ンチャーが載っている。ゲーム・デイのオーガナイザーは、『ネヴァーウィ
ンター・キャンペーン・セッティング』、それに加えて『ヒーローズ・オヴ・
ザ・フォールン・ランズ 堕ちた地の勇者』や『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォー
ゴトン・キングダムズ 忘れられた王国の勇者』のようなプレイヤー用の
リソースが必要に応じて利用できるように、きちんと用意しておかなくて
はいけない。また、オーガナイザーはプレイヤー1人1人に、その他の
道具あれこれやネヴァーウィンター・キャラクター・シート、及びキャラ
クター・テーマ・カード（P.4のキャラクター作成を参照）の入った袋を
渡さねばならない。
この小冊子では、セッションに関する重要事項は見出しに記載されて

いる。例えばこの部分を遊ぶにはどの程度の時間がかかるのか（例え
ば “キャラクター作成(30分)” など）もそれに含まれる。もしセッション
の進行が予定より遅れているのが分かったら、君は2つの戦闘遭遇それ
ぞれの後に発生するシーンの時間を切り詰めねばならないだろう。本
アドベンチャーには、各遭遇用のポスター・マップもついている。

冒険を継続する
ゲーム内の世界において、このアドベンチャーはきたるD＆D Encoun-

ters™『ネ ヴ ァ ー ウィン タ ー の 失 わ れ し 王 冠（Lost Crown of 
Neverwinter）』のシーズンで語られる数々の事件の1ヵ月前の出来事
である。このアドベンチャーで起こる事件の数々は、そのままキャンペー
ンへとつながっていくのだ。

本アドベンチャーを遊び通したプレイヤーは、自分のキャラクターをそ
のまま前述のD&D Encountersに持ち込むことができる。もし君のプレ
イヤーがそうしようとしているのなら、彼らに自分のPCの経験点と獲得
した宝物について注意深く記録をとっておくようにと念を押しておくこと。

D&Dフォーチュン・カード
Dungeons & Dragons Fortune Cards ™は、ファンタジー世

界での冒険がいかに混沌とし、予期せぬ出来事が起こるもので
あるかを演出するための、ゲームプレイの新たなサポート手段で
ある。プレイヤーはセッション開始時に、自分のフォーチュン・カー
ドのデッキの中から複数のカードを引く。個々のカードは、攻撃
や防御を強化し、あるいはその他のある種の利益を与えるなど
の、ゲーム的な効果を有する。D&Dフォーチュン・カードは、本
イベントを含め、ほとんどのD&D関連の組織されたプレイ・イベ
ントで使用可能である。

フォーチュン・カードはそれぞれ異なったレベルやレアリティ
（コモン、アンコモン、レア）を持つ8枚のカードから成るパックと
して売り出され、ゲームの興奮をよりいっそう大きなものとする。
プレイヤーはセッションに参加する直前にパックを開封してもい
いし、あらかじめ構築したデッキを持ってセッションに参加するの
でもいい。

デッキは、D&Dフォーチュン・カード・ルールに従って構築す
ること。ルールはパック内に同封されており、また、www.Dun-
geonsandDragons.comでも閲覧できる。本イベントおよび来る
D&Dエンカウンターズ・シーズンで購入し、使用できるセットは、
Shadow Over Nentir Vale および Glory of Neverwinter であ
る。

編注：本文、コラムなどにあるスケジュールなどに関する記述は、英語版『Neverwinter campaign setting』の発売に合わせ
た Game Day とEncounters を前提としたものです。日本語版に際してとは異なります。あらかじめご了承ください。
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背景
ネヴァーウィンターの都は、かつては北方の輝ける宝石であったが、

27年ほど前の大災害で廃墟と化してしまった。恐ろしい大噴火をした
ホートナウ山の近辺では灰と炎とが都市の上に雨のごとく降り注ぎ、ま
た大地震が根底から都を引き裂いてしまった。都の人口の約半数が死
んだ。その中には統治者たるアラゴンダー家も含まれていた。その他
の多くは逃げ出し、取り残されたほんのわずかな人々だけが、絶望のう
ちに、廃墟の中になんとか命をつないでいた。

最近、ダガルト・ネヴァレンバー卿――ウォーターディープの公開ロー
ドのうちの一人であり、強大な力を持つ政治家でもある――は、自身の
資産の大部分を投じ、ネヴァーウィンターにかつての栄えある姿を取り
戻させようとしていた。そうして、彼はついに、都市の南西側の四分の
一にあたる“守護卿特別区”に治安をもたらすことに成功した。彼は今の
ところ都の守護卿を名乗っているが、実際のところは王であると言って
もいい状態である。

ネヴァレンバーの統治に異を唱えられるものがいるとすれば、それは
唯一、自分の生来の権利として都の統治権を要求しうるアラゴンダーの
真の嗣子のみであると信じている者もいる。とはいえ、それは簡単なこ
とであるはずがない。

本アドベンチャーで遊ぼうとするのは、このような社会背景――つまり
こういった物事の成り行きや緊張状態、そして専制に逆らおうとする物
語である。

冒険の概略
『ネヴァーデスの門（Gates of Neverdeath™）』は、戦闘や交渉、そして
陰謀を取り上げた、複数のパートからなるアドベンチャーである。個々

のセクションは以下のようにまとめられる。
 次はネヴァーウィンターに停泊します ：物語の最初に、英雄達はセ

ルドラという名の謎めいた人物に雇われて、彼女がウォーターディープ
からネヴァーウィンターの港まで封印を施した小さな金庫を運ぶのにつ
きそうことになる。キャラクターたちは知らぬことだが、その金庫の中に
は“ネヴァーウィンターの王冠”であるかもしれず、またそうでないかもし
れない、宝石で飾られた冠がひとつ入っている（後述のコラム参照）。彼
らは船でネヴァーウィンターに到着するが、セルドラは港を離れないう
ちから、冠を盗もうとするアンデッドの一団にキャラクターたちもろとも
襲われる。
遭遇1――悪意の待ち伏せ：大勢のゾンビが船や船着場にわらわら

と現れ、英雄たちに戦いを仕掛ける。そうして、サーイの死霊術士であ
るところのトリヴァストが冠を盗み、ネヴァーデス墓地へと逃走するまで
アンデッドたちがその場を撹乱し続ける。
技能チャレンジ――盗賊を探せ：セルドラの金庫が盗まれたことに

応じて動いた英雄たちは、可能な限り急いでネヴァーデス墓地に向かわ
ねばならないことを悟る。彼らの到着が早ければ早いほど、彼らは戦闘
で有利になる――というのも、急げばちょうど冠に呪いをかけ終わった
ばかりのトリヴァストの、不意を打てるかもしれないからだ。技能チャレ
ンジに失敗した場合、それでも彼らは墓地にはたどり着けるが、その時
にはトリヴァストはとっくに冠に呪いをかけ終わり、キャラクターたちを
待ち構えている。
遭遇2――門の中で：ネヴァーデス墓地で、キャラクターたちはトリヴァ

ストと、そして彼の取り巻きの死者どもと対峙する。戦闘が始まるやい
なや、トリヴァストは自分の作業を終え、英雄たちに襲いかかってくる。

 技能チャレンジ――墓地からの脱出: プレイするだけの時間がある
なら、英雄たちは群れを成す敵に引きずり倒される前に、アンデッドども
の中に血路を開き、ネヴァーデス墓地から脱出せねばならない。

冠は本物か、偽物か？
対外的には、金庫の中の冠は名高い “ネヴァーウィンターの王

冠” であるということになっている。冠の真偽についてはこのアド
ベンチャーの題材ではないが、次シーズンのD&Dエンカウンター
ズ『ネヴァーウィンターの失われし王冠』では重要な要素となって
くる。

『ネヴァーデスの門』をプレイし、そして『ネヴァーウィンターの
失われし王冠』をプレイするつもりのDM諸氏に対して『ネヴァー
ウィンターの失われし王冠』の楽しみを損なわないために、本ア
ドベンチャーでは冠の真偽については一切言及していない（もち
ろん英雄たちがそれを詮索するのは自由だし、むしろそれは奨
励すべきことである）。真実を知っているのはセルドラのみだが、
彼女は決してそれを口にしない。セルドラが冠についてどのよう
な計画を立てているのかは曖昧なままであり、それをはっきりさ
せるのは『ネヴァーウィンターの失われし王冠』においてである。.

主要な組織
本アドベンチャーは都のごく限局された地域におけるごく短期間の出

来事を扱うものであるため、『ネヴァーウィンター・キャンペーン・セッティ
ング』で述べられた都のあれこれについて説明することなくプレイが可
能である。本アドベンチャーに関連する重要な組織は2つ、ニュー・ネ
ヴァーウィンターとサーイのみである。

ニュー・ネヴァーウィンター
ウォーターディープの公開ロードであるダガルト・ネヴァレンバー卿を

頭と頂く、この政治的かつ軍事的な組織は、廃墟と化したネヴァーウィン
ターを再建し、都の支配権を確固たるものにしようとしている。この組
織にはネヴァレンバー卿の影響下にある政治家も含まれており、都を再
建しようとする種々の尽力、そして厳格なサビーヌ将軍に率いられるミ
ンターン島出身の傭兵たちによる軍事力などは都の人々から絶大な信
頼を寄せられている。

キャラクターたちは、最初の遭遇の終わりから、それに続く技能チャレ
ンジの間に、ミンターンの傭兵たちの数名と関わりを持つことになるだ
ろう。

サーイ
魔道帝国サーイの本拠地は東の果てに位置する死者の都だが、その

遥かな距離といえども、全世界的に恐れられているレッド・ウィザードど
もがネヴァーウィンターに興味を示すのを防ぐことはできなかった。彼
らはありとあらゆる機会に乗じてこの都での影響力を拡大しようとして
いる――あるいは少なくとも、自分たちの活動に気づかれぬまま、かり
そめの統治者の邪魔をし続けている。

この地域に進出したサーイの勢力の元締めは、リッチのヴァリンドラ・
シャドウマントルである。土地の人々は、この周辺をサーイの連中がう
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ろついているのはよく知っているが、ヴァリンドラの力がどれほど強大か、
彼女の陰謀の手がどこまで伸びているのかについては、誰も知らない。
ヴァリンドラは、セルドラとキャラクターたちがやってくることについて

すでに知っており、それに備えていた。というのも、ウォーターディープ
でセルドラに冠をくれたウィザードは、サーイに通じていたのである。
彼は冠がネヴァーウィンターに向かったことを知らせ、その情報はあっ
というまにヴァリンドラのもとまで届いた。この冠は、ニュー・ネヴァーウィ
ンターと、“アラゴンダーの息子たち” の名で知られる反乱勢力との間の
諍いに火を着けるきっかけになるだろうと彼女は考えた。というわけで、
彼女は自分に仕えるウィザードの一人であるトリヴァストを送り込み、冠
を盗み出して呪いをかけさせたのである。

主要キャラクター
アドベンチャー開始の時点で、キャラクターたちは、彼らが自分たちの

味方であると信じるところのセルドラと行動を共にしている。戦闘が始
まると、彼らはサーイのレッド・ウィザードというものを初めて目にする
ことになる――つまりトリヴァストだ。

セルドラ
セルドラ・ティルマランドは魅力的な黒髪のハーフエルフの女性で、

年齢は30歳前後といったところ。彼女は機能的なレザー・アーマーと
朽葉色の外套を身に付け、腰にはロングソードを吊るしている。

彼女の人生は人をあざむくことと情報を盗み出すことの連続だった。
最初彼女は、自分の親も冒険者だったと言って、英雄たちに対して親し
げに振舞う。自分が貴重な荷物をネヴァーウィンターまで運ぶ旅に一
緒に来て欲しいと言ってPCたちを雇った時点では、彼らのことを有能で
金を出す価値のある護衛だと心の底から思っていた。

 とはいうものの、彼女は自分の真の目的について英雄たちに明かすこ
とはない。そして、英雄たちを自分の仕事にこれ以上関わらせまいとす
る。

では、セルドラの真の目的とはなんだろうか？　この短いアドベン
チャーでは、その答えが真に明かされることはない。『ネヴァーウィンター
の失われし王冠 』を引き続きプレイするプレイヤーは、そのアドベン
チャーにおいて彼女が極めて重要な役割を果たしていることを知るだろ
う。『ネヴァーデスの門』が終わった時点でキャラクターたちがセルドラ
に対してどのような印象を抱いていたとしても、その印象が間違ってい
たことを彼女自身が教えてくれることなるだろう。

トリヴァスト
ヴァリンドラに仕える駆け出しのレッド・ウィザードの死霊術士である

トリヴァストは、間もなくセルドラとキャラクターたちを乗せた船が到着
すると知っている。彼は船が着いたらすぐに、セルドラが運んでいる金
庫を盗み出すようにと命じられている。

トリヴァストは禿頭の25歳のヒューマンの男性だが、死霊術を修行し
たため、年齢よりずっと老けて見える。土気色の顔をしてきしむような
声で喋る彼は、サーイのレッド・ウィザードに特徴的な、薄汚れた赤い
ローブと秘術の刺青を誇らしげに見せびらかしている。
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キャラクター作成(30分) 
この時間枠は、キャラクター作成のために別に取ってあるものである。

キャラクター作成に際して、プレイヤーたちは、『ヒーローズ・オヴ・ザ・
フォールン・ランズ 堕ちた地の勇者』や『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォー
ゴトン・キングダムズ 忘れられた王国の勇者』、そして『ネヴァーウィン
ター・キャンペーン・セッティング』を使用することができる。各プレイ
ヤーに配られるネヴァーウィンター袋の中には、キャラクター・シートが
入っている。また、プレイヤーは『ネヴァーウィンター・キャンペーン・セッ
ティング』の第2章に記載されたキャラクター作成オプションを使用して、
キャラクター作成をすることが望ましい。
	テーマ・カード：ネヴァーウィンター・ゲーム・デイ・イベントのオー

ガナイザーは参加者それぞれに袋を配るが、その中にはネヴァーウィン
ター・テーマ・カードも入っている。このテーマ・カードには、『ネヴァー
ウィンター・キャンペーン・セッティング』に記載された13のテーマのう
ち、1つが書かれている。カードには、そのテーマの1レベルの特徴ま
たはパワーが記されており、またそのテーマの背景やネヴァーウィン
ターとの関わりがどのようなものかということも記載されている。
『ネヴァーウィンター・キャンペーン・セッティング』のテーマは、ネヴァー
ウィンターでキャンペーンを開始することを想定して書かれているが、
本アドベンチャーでは、英雄たちはウォーターディープから冒険を開始
する。というわけで、このテーマ・カードには、それぞれのキャラクター
がネヴァーウィンターへの旅の途につくまでにどのような経緯があった
かということについて、ちょっとした煽り文が付いている。また、プレイ
ヤーが自分で自分の物語を作ってもよい。
プレイヤー同士でテーマ・カードを交換してもよい。また、『ネヴァーウィ

ンター・キャンペーン・セッティング』を購入したプレイヤーは、好きな
テーマを使用することができる。

次はネヴァーウィンターに停
泊いたします(15分)
プレイヤーたちがキャラクター作成をほぼ終えたところで、本セクショ

ンに進む。プレイヤーたちに、各自のテーマ・カードのうち、彼らがウォー
ターディープにいるようになった経緯に関する説明文を読み上げさせる
こと。その後、以下の情報を読み上げるか説明すること。

これは君たちが仲間同士となって最初の仕事であり、また、ネ
ヴァーウィンターにタダで戻れるという、願ってもない話でもある。君
たちはセルドラという名のハーフエルフの女性に、ウォーターディー
プからの海路を行く間の護衛として雇われた。

彼女はあまり大きくない箱を持ち運んでおり、彼女が言うには、そ
の中には彼女にとって非常に重要な品物が入っているらしかった。
旅の途中なり、船がネヴァーウィンターの港に着いた後なりに、彼女が
絶対にその箱を手放さないというのが本当かどうか、試してみるのは
君の自由だ。

セルドラは英雄たちに、1人あたり300gpという報酬を申し出る。半
分はすぐに支払い、もう半分は、彼女と彼女の荷物が無事ネヴァーウィ
ンターに着いたところで払うというのだ。

もしプレイヤーたちが報酬の値上げを試みたがるなら、難易度が（10
＋追加の10gpあたり1）の〈交渉〉の集団判定を行なわせること（つまり、
英雄たちが1人あたり350gpを要求するなら難易度は15となる。1人
400gpの報酬を求めるなら難易度は20である）。キャラクターの半数
以上が判定に成功したなら、セルドラは追加の報酬を承知する。

金庫の中身についてセルドラが話題にすることもないし、また明かす
こともない。ただし、この任務が重大なものであるということと、自分に
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とってこの箱の中身は非常に重要なのだということだけは明言する。彼
女はその金庫を常に身辺に置くために、袋に入れてそれを自分のベル
トにくくりつけている。

ウォーターディープからネヴァーウィンターまでの旅程では何事もおこ
らない。ここで少しばかり時間を取り、キャラクターたちがネヴァーウィ
ンターについて知っていてしかるべきこと（P.2の『セッティングの背景』
参照）について、プレイヤーの知識のすり合わせを行なってもよい。セ
ルドラはネヴァーウィンター生まれであるため、彼女は先述の情報をす
でに知っている。セルドラが英雄たちと話し合うであろうその他のこと
については、次のセクションを参照のこと。

セルドラとの質疑応答
もし、キャラクターたちがセルドラと会話するだけの実時間があるなら、

以下の質疑応答を会話のガイドラインとして用いること。
◆ その箱の中には何があるのか？
　「それは言えません。知らないほうがあなたがたのためでもあるし。

私にとっては何ものにも代え難く大事なものである、ということし
か言えないのです。護衛というものは何を守るために雇われたの
か知らなくていい場合もあるし、そして今回は “そういう場合” なの
です」

◆	どうしてそれを頑丈な金庫の中に入れておかないのか？
　「自分のベルトの袋に入れておくのが一番安全だと、私は信じてい

るのです。そうすればこれがどこにあるのか、常に正確に把握して
おけますから」

◆ネヴァーウィンターのことについて、何か教えてくれないか？
「あなた方が知らないようなことは私もそうは知らない。でも、いく
つか強調しておきたいことはあります。まず、あの都の復興の悲願
を負うべき人物がネヴァレンバー卿であると、誰もが思っているわ
けではないということ。そして、ネヴァレンバー卿はあそこで起き
る物事のほとんどを把握しているということ。港に着いたら、都に
入る許可を得る前に、ネヴァレンバー卿の兵隊さんたちと話さな
きゃならないでしょうね」

◆あなたは呪痕を持っているのか？
　スペルスカード・ハービンジャーのテーマを自分のキャラク

ター・テーマとして持つキャラクターは、彼女が呪痕を持っている
ことがわかる。同様にセルドラも、呪痕を持つキャラクターの存在
を認識している。

　　難易度19の〈交渉〉判定に成功したキャラクターは、彼女からも
う少し情報を引き出すことができる。すなわち「私の呪痕があなた
方にとって有害なものではないことは保障できます。この呪痕は、
自然のものでない敵と戦う際に私を助けてくれるものです。でも、
あなた方と一緒にいる間にこれを使う破目になるとは思わないわ」
ということである（ちなみに、本アドベンチャーではセルドラが彼女
のパワーを使用する機会はなく、したがって英雄たちは彼女の呪
痕についてそれ以上何か知ることはできない）。

　　キャラクターがこの質問をだしぬけに彼女にしたとしても、彼女
は相変わらず誠実に接してくれる。ただし、いかなる状況下にお
いても、この質問に対してこれ以上の情報を与えてくれることはな
い。

船の到着
英雄たちの船がネヴァーウィンターに到着し、いったんは破壊しつくさ

れたものの、再建の途上にある大都市の素晴らしい光景が目の前に広
がり始めた時、冒険は始まる。
都が見えるような場所まで船が近づいたら、以下の文章を読み上げ
ること：

旅の4日目、物見が大声を上げる。

「ネヴァーウィンター、ホー！」そして、君たちの目的地がゆっくりと
視界に姿を現し始める。

まず君たちの目に入ったのは、ネヴァー城の高いいくつもの塔が、
半ば灰に覆われ、半ばは朝の光に輝いている様だ。塔や砦は三日月
形の港に向かってなだれ落ちる絶壁で途切れており、その港はという
と、南側はきちんと建造されているが、北側はぼろぼろの廃墟にも等
しいありさまだ。

この距離からでも、都市の南西部の建物を取り囲んで建築用の足
場が林立しているのが見える――ネヴァーウィンターは目の前で再建
されつつある都市なのだ。

数分もしないうちに乗組員たちは船を着岸させ、踏み板を置く。さ
て、いよいよネヴァーウィンターの地に一歩を記し、正式に任務を完了
させるのだ。

 遭遇1：悪意の待ち伏せ.へ進むこと。

ネヴァーウィンターの王冠
セルドラがキャラクターたちに金庫の中を見せてくれることは

ないが、D&Dの英雄たちが詮索しないことなどありえない。もし
君が、セルドラがどこか別のところにいる間に英雄たちに荷物の
中身を調べさせてやろうと思うなら、以下の情報が使えるだろう。

英雄たちが難易度19の〈魔法学〉判定に成功して魔法感知を
行なったなら、冠は金庫の中からでさえ、強い秘術魔法を発して
いることがわかる。

金庫の縦・横は6インチ( 約15.5cm)、深さは2インチ( 約
5cm)である。金属で補強した木製で、重さは中身を含めて6ポ
ンド(3kg弱)である。金庫には鍵がかかっており、開けるには難
易度24の〈盗賊〉判定に成功しなければならない。あるいは、
難易度20の〈筋力〉判定に成功すればこじ開けることもできる。

冠はビロードのクッションの上に置かれている。冠の地金は輝
くミスラルであり、サファイアがちりばめられている。冠の重さは
4ポンドである。

伝説には、ネヴァーウィンターの王位継承者としてふさわしか
らぬものがネヴァーウィンターの王冠を身に付けたなら、王冠に
かけられている護りの魔法が目覚め、ほとばしる炎と氷の嵐によっ
てそのものを殺すと言われている。しかし、キャラクターのだれ
かがその冠をかぶっても何ごともおこらない。つまり、伝説と冠
のどちらかが偽りなのだ。

船がネヴァーウィンター目指して出発したら、英雄たちは旅の
間に冠の素性を調べようと試みることができる。彼らは、この冠が

［火］かつ［冷気］のパワーを持つことがわかるが、それ以外の特
徴については皆目わからない。どのように判断するかは彼らしだ
いだが――おそらくこの冠は偽物であるか、あるいはあまりにも
強力すぎて彼らには素性が調べられないのだ。どちらにしろ決定
的な証拠は得られない。
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遭遇1：悪意の待ち伏せ（45分）
遭遇レベル1
全員の準備が整ったら、以下の文章を読み上げること：

旅が終わったというので、セルドラは目に見えてほっとした様子だ。
「一緒に来てくれてありがとう」彼女は言う。「それに、あなたがたの仕
事には文句のつけようがありませんでした。さあ、上陸して、それから
報酬の支払いをすませましょう」

それから一歩も動かないうちに、船は急に揺れ始める。濁った水
が君たちの足の下で渦巻き、膨れ上がった緑色の死体が海の中から
あらわれて船体をよじ登ってくる。そして、肉の一片すらない骸骨ども
が、錆だらけの剣を手に君たちの周囲を取り巻くのだ。

乗組員や見物人たちは水に飛び込んで逃げるか、あるいはアン
デッドどもが上陸してきたときにすぐ逃げ出せるようにと船着き場か
ら離れ始める。しかし、モンスターどもは彼らを完全に無視し――君
たちだけをめがけてやってくるのだ。

セットアップ
つかみかかるゾンビ	 3体（Z）
ぽんこつスケルトン	 6体（S）
サーイの死の射手		 1体（T）

プレイヤーたちに、Start Areaにフィギュアを置かせ、またセルドラを
示すフィギュア1個もStart Areaに置くこと。

その後、イニシアチブをロールする前に、ゾンビとスケルトンを所定の
場所に置くこと。

3体のゾンビそれぞれ用にイニシアチブをロールすること。また、サー
イの死の射手用に1回、6体のスケルトン全体用にまとめて1回、イニシ
アチブをロールすること。セルドラ用にもイニシアチブをロールすること

（彼女のイニシアチブ修正値は＋2である）。
船の脇に湧き出したアンデッドの群れは十分に全員の注意を引き付

けるが、本遭遇における最大の脅威はサーイの死の射手と死霊術士の
トリヴァストである。

射手はマップの端に近い商人の露店に隠れ、居場所が明らかになっ
た後も返り討ちにあわないようにしている。射手のフィギュアは、射手が
最初の攻撃を行なうまでマップ上に置かないこと。
トリヴァストは野次馬の小集団に紛れて港に潜んでいる。そして、タイ

ミングを見計らってデスウォークの能力で突っ込み、セルドラの金庫を
盗もうと計画しているのだ。
この時点では、彼はセルドラの護衛たちとことを構えるつもりはない

（この遭遇においてはこの死霊術士は戦闘要員ではないため、彼のデー
タはここでは示していない）。

強盗
サーイの死の射手が攻撃を開始しており、そしてセルドラが英雄たち

の誰とも隣接していないという状況が最初に発生した時点、あるいは前
述の状況が発生しないまま射手の3回目のターンが回ってきた時点で、
射手とトリヴァストは以下の行動を行なう。

射手はセルドラに対してデビリテイティング・ショットを使用し、トリヴァ
ストは瞬間移動して彼女のベルトから冠を盗む。

セルドラが射手に攻撃されたら、以下の文章を読み上げること：

突然セルドラが絶叫する。攻撃を受けてよろめいた彼女は片膝を

つき、そのままくずおれる。

英雄たちのうち受動〈知覚〉
が16以上あるものは、死霊
術士の行動を一瞬だけ目撃
する。

難易度16の〈知覚〉判定： 
　何やら揺らめく姿が素
早くセルドラの傍に駆け
寄ったかと思うや、瞬時に
陸の上へ逃げて行った。

船着場の上で露になっ
たその姿は、赤いローブを
まとい、禿頭全体に気味の
悪い刺青を施したウィザー
ドのそれである。

その手には、セルドラ
のベルトに付けてあった
はずの袋が握られている。
彼は踵を返し、群衆の中に
姿を消す。

受動〈知覚〉が16以上の
キャラクターがいなかったな

Start Area

S
Z

T

Z S

S Z SS

S
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遭
遇
1：
悪
意
の
待
ち
伏
せ
（
4
5
分
）ら、トリヴァストが瞬間移動で港に戻った時に人々が彼に気付いて指さ

すので、キャラクターたちは盗難が起きたことを知る。

セルドラに隣接しているか、彼女に隣接するマス目に移動したキャラク
ターは誰であれ、彼女のベルトの金庫がなくなっていることをすぐに見
て取る。

ぽんこつスケルトン×6　（S）	 レベル1　雑魚　遊撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋5
AC16；頑健13、反応14、意志13	 〈知覚〉＋2
移動速度：6	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
標準アクション
mロングソード（武器］）◆無限回

効果：このスケルトンはこの攻撃を行なう前に1マスシフトできる。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ。

rショートボウ（［武器］）◆無限回
効果：このスケルトンはこの攻撃を行なう前に1マスシフトできる。
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。

【筋】15（＋2）	 【敏】17（＋3）	 【判】14（＋2）
【耐】13（＋1）	 【知】3（－4）	 【魅】3（－4）
属性：無属性	 言語：――
装備：ロングソード、ショートボウ、アロー×20

つかみかかるゾンビ×3　（Z）	 レベル1	暴れ役
中型・自然・自律体（アンデッド）
hp：33；重傷値：16	 イニシアチブ：－1
AC13；頑健14、反応11、意志11	 〈知覚〉－1
移動速度：4	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］
特徴
ゾンビ・ウィークネス／ゾンビの弱点
このゾンビに対するクリティカル・ヒットは、即座にそのヒット・ポイントを
0に減少させる。

標準アクション
mスラム／叩きつけ◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d12＋3ダメージ（目標をつかんでいるなら1d12＋8）。

Mゾンビ・グラスプ／ゾンビのわしづかみ	◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：10ダメージ。目標がすでにつかまれていないなら、目標をつかむ（脱
出難易度12）。

トリガー型のアクション
デスレス・ハンガー／飢えたる死にぞこない

トリガー：このゾンビのhpがクリティカル・ヒット以外の原因で0になった。
効果（アクション不要）：1d20をロールする。15以上の目が出たなら、こ
のゾンビのhpは1になる。

【筋】16（＋3）	 【敏】8（－1）	 【判】8（－1）
【耐】13（＋1）	 【知】1（－5）	 【魅】3（－4）
属性：無属性	 言語：――

サーイの死の射手（T）	 レベル2　砲撃役
中型・フェイ・人型、ヒューマン
hp：32；重傷値：16	 イニシアチブ：＋5
AC16；頑健12、反応16、意志14	 〈知覚〉＋9
移動速度：6
特徴
アーチャーズ・モビリティ／機動射撃
この射手は、移動開始時にいた場所から4マス以上移動した場合、次の自分
のターンの開始時まで遠隔攻撃ロールに＋2ボーナスを得る。

標準アクション
mショートソード（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ。

rロングボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・20／40（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d10＋4ダメージ。

Rデビリテイティング・ショット／衰弱射撃（［毒］、［武器］）◆遭遇毎
効果：遠隔・20（セルドラ）。目標は伏せ状態になり、この遭遇の終了時ま
で朦朧状態になる。

トリガー型のアクション
スナイパーズ・アキュラシィ／狙撃手の正確さ◆遭遇毎

トリガー：この射手が攻撃を行なう。
効果（フリー・アクション）：トリガーとなった1回の攻撃ロールを再ロー
ルし、新たな結果を適用する。

Rノット・ソゥ・クローズ／間合い外し◆遭遇毎
トリガー：敵がこの射手に近接攻撃を行なう
効果（即応・対応）：この射手は1マスシフトし、その敵に対してロングボ
ウを使用する。

技能：〈運動〉＋7、〈隠密〉+10
【筋】13	（＋2）	 【敏】18	（＋5）	 【判】16	（＋4）
【耐】14	（＋3）	 【知】12	（＋2）	 【魅】11	（＋1）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、アロー20本

戦術
水夫たちは船を捨てて逃げ出し、戦闘を避ける。そしてアンデッドども

は彼らを捨て置く――彼らは英雄たちだけを攻撃するように指示されて
いるのだ。

 アンデッドたち： ゾンビとスケルトンは、命令されたことをする以外
の戦術的な才覚を一切持ち合わせない。彼らへの指示は、セルドラの
護衛のできるだけ多くに接敵し、混乱を巻き起こすことだ。

通常、ゾンビとスケルトンは最も近くにいるキャラクターを攻撃するが、
3体のゾンビは、もし機会攻撃を引き起こさないなら、できるだけ広く散
開してそれぞれに1体ずつの目標を攻撃しようとする。
アンデッドたちは、セルドラに直接に害を与えてはならないと命令され

ている（サーイの者たちは彼女をもっと大きな計画に組み込んでいるの
だ）。よって、アンデッドたちは、自分と自分に最も近いキャラクターとの
間にセルドラがいない限り、彼女を攻撃することはない。

 サーイの死の射手： 射手はアンデッドよりもはるかに知性が高い。彼
は自分のターンがくるまで隠れており、自分のターンが来たらすぐに商
人の露店内の自分の隠れ場所から立ち上がって、ロングボウで攻撃を
行なう。

攻撃を行なうと彼は1回のマイナー・アクションを使用して伏せ状態
になり、再び遮蔽を得る。彼は近接戦闘に巻き込まれるまでこれを繰り
返す。

接近戦を仕掛けられたなら、彼は相手を避け、射撃を続けようとする。
射手は“強盗”の項目で述べたように、トリヴァストが盗みを働く時にセル
ドラに対して使用するためデビリテイティング・ショットを取っておく。
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セルドラ：セルドラは戦闘に参加するが、英雄たちに遮蔽を提供する
か、あるいは英雄たちに敵を挟撃させるために動く以上のことはしない。

セルドラがアンデッドの攻撃の対象となった場合、彼女の防御値（防御
専念のボーナスを含む）は、ACは18、それ以外はすべて16、そして彼
女のヒット・ポイントは30である。彼女は回復力を持っていない。

セルドラが攻撃され、射手からヒットを被った場合（後述参照）、彼女は
その時占めていたマス目で伏せ状態になり、以後は戦闘の間、ずっと朦
朧状態となる。彼女がこの状態になった場合、彼女を攻撃しようとする
敵はいない。

その後の展開
トリヴァストは金庫を手に入れたなら、逃げることに専念する。アンデッ

ドどもと射手はもう1ラウンドの間攻撃を続け、その後戦闘を止めて撤退
しようとする。
遭遇の終了時に以下の文章を読み上げること：

倒れた時と同様に突然、セルドラはなんとか立ち上がろうと身動き
を始める。金庫がなくなっていることに気付いた瞬間、彼女は恐慌状
態に陥る――「強盗だわ！　何が起きたの？」

キャラクターたちが戦闘を止めるや否や、ニュー・ネヴァーウィンター
の兵士たちが港に現れる。

“盗賊を探せ”に進むこと。

このエリアの情報
照明： “明るい”光。港には昼の陽光が満ち溢れている。
濁った水： 比較的穏やかな水は、半ば水に潜っているすべてのク

リーチャーに部分視認困難を、完全に潜水しているすべてのクリー
チャーに完全視認困難を提供する。水中から船によじ登るには、難易
度12の〈運動〉判定が必要である。港によじ登るには難易度10の〈運
動〉判定を要する。
船着き場： 船着き場は水面から10フィートの高さがあり、滑りやす

い数枚の厚板が船体との間に掛っている。
厚板： 通常の移動で厚板を通るのには大した危険は伴わないが、

突撃や疾走で厚板を渡るのは、難易度12の〈運動〉判定を要する。失
敗した場合、そのクリーチャーは入り込んだ厚板のマス目の1マス目
で伏せ状態になる。

船体： 船は水面から5フィートの位置にある（つまり船着き場の5
フィート下に船がある）。船尾楼はその5フィート上（船着き場と同じ
高さ）にある。階段を上るのは“移動困難な地形”として扱うが、降りる
際は通常の地形となる。
マスト： 難易度15の〈運動〉判定に成功したクリーチャーは、マスト

を登ることができる。メインマストには高さ20フィートのところに物見
台が取り付けられている。中型または小型のクリーチャーが同時に2
体以上この場所にいることはできない。
下水管： この管は船着き場のすぐ下に口を開け、海に汚水を注ぎ込

んでいる。下水管のあるマス目のどれかに入り込んだクリーチャーは、
難易度12の〈軽業〉判定に成功しなければ、滑りやすい足場のために
伏せ状態になってしまう。
雄牛と荷車： この哀れな獣は混乱の中で飼い主に見捨てられたが、

目隠しをされているため、逃げることもできずにいる。荷車は視線を
さえぎり、飛び乗るには難易度19の〈運動〉判定を要する（助走をつけ
た場合、難易度は12となる）。雄牛に隣接するクリーチャーが1回の
マイナー・アクションを費やせば目隠しを外してやることができるが、
そうすると雄牛はただちに逃げ出し、荷車もろともマップ外に消える。
下水の格子蓋： この格子蓋の下は下水になっている。これは “移動

困難な地形”である。

報酬
キャラクターたちはそれぞれ、この遭遇に対して100XPを得る。さらに、

サーイの死の射手は2本のポーション・オヴ・ヒーリングを持っており、
彼を倒すか捕えるかした英雄たちはそれを手に入れることができる。

盗賊を探せ(20分)
キャラクターたちが敵を処理し終わると、ニュー・ネヴァーウィンター

の兵士たちが数名、その場に到着する。彼らはこの場を収めるために
やって来ており、英雄たちを攻撃する意図はない。 

英雄たちが戦闘を終えたら、以下の文章を読み上げること：

港の群衆を分け、数名の兵士たちがやってくる。隊長らしき人物は
兵士たちを率いて君たちの船へとやってきながら、野次馬たちに向
かってこの場から立ち去るようにと言う。

「あら、いやだ」セルドラが言う。「こんどは衛兵たちだなんて。あ
の人たちとは喧嘩しないで、そして私の金庫を盗んだものを見た人が
いないか聞いてみてください」

英雄たちの誰かが衛兵たちに話しかけようとしたなら、そのキャラク
ターとセルドラは、兵士たちがこの場に駆けつける途中で港から走って
くる人物とすれ違っていたことを知る。キャラクターたちは、自分たちが
探しているのはセルドラが倒れた直後に港で目撃された、赤いローブの
人物であることを説明することができる。

戦闘を続ける
キャラクターたちは苦も無くアンデッドたちを倒してしまうかも

しれない。そんな場合で、そして時間も十分にあったなら、モン
スターどもが攻撃をやめた後ももう1、2ラウンド戦闘を続けさせ
てもよい。さらなる障害を加える（時間が許す限りにおいて）には、
群衆の中からもう2、3体のゾンビを船に向かわせてやればよい。

射手は逃げようとするが、キャラクターの誰かが彼を攻撃し続
けたなら、彼は足を止め、矢を射返す。重傷になるか追いつめ
られるかすると、彼は投降する。

準備ができたなら、次のセクション “盗賊を探せ”に進むこと。



11

盗
賊
を
探
せ
(2
0
分
)

セルドラはトリヴァストの風体について衛兵たちが説明する言葉を耳
にする。彼女がその犯罪者の風体について聞きとったら、次の文章を
読み上げること：

「その赤いローブが意味するのはたったひとつ――サーイのウィ
ザードどもが私の到着を、そして私が運んでいるものの正体を知って
いるということです。あの悪党を追って、私の荷物を取り返して来て」

セルドラはまだ自分の受けた攻撃の影響を払いのけようと苦労してお
り、そのため彼女は英雄たちに、先に追跡を始めていてくれと頼む。

「落ち着いたらすぐに追いかけます。どうか遅れを取らないで」

以下の技能チャレンジは、英雄たちを次なる目的地へと導くものであ
る。技能チャレンジが完了したら、遭遇2：門の中でに進むこと。 

技能チャレンジ
レベル：	1
複雑度： 1（3 回失敗する前に4 回の成功が必要）
時間制限： 個々の技能判定には約 1 分がかかるものとする。1 回の

成功は英雄たちを目的地に近付けるが、1 回の失敗は時間の無駄
を意味し、続く戦闘遭遇のセットアップに影響する。

主要技能： 〈威圧〉〈運動〉〈交渉〉〈事情通〉〈宗教〉〈知覚〉〈魔法学〉
（訳注：原文では〈威圧〉が抜けています。）

〈運動〉（難易度12の集団判定、2回以上の成功の後）： 英雄たちは
正確な行き先――ネヴァーデス墓地――を悟り、そちらへと急ぐ。
集団判定は成功したが、1 体もしくは 2 体のキャラクターが個別の
判定には失敗したという場合、そのキャラクターは仲間についてい
くのに苦労したということで回復力 1 回ぶんを失う。

〈交渉〉（難易度12）： キャラクターは兵士あるいは見物人から情報を
引き出す。その人物は怪しげな風体の誰かが港から逃げて行った
のを確かに見たというのだ。

〈威圧〉（難易度19）： キャラクターは見物人の 1 人に荒っぽく質問し、
この場から逃げ出した不審者の風体の詳細や、彼が逃げて行った
方向を聞き出す（英雄達がサーイの死の射手を捕えており、そして
誰かが彼に対してこの技能を使用したなら、訊問したものはこの
判定に＋ 5 のボーナスを得、また成功した場合、この技能チャレ
ンジにおいて2 回の成功を得たものと数える。しかし射手を締め
上げるには時間がかかるため、同時に英雄たちはこのチャレンジ
において1 回失敗したものとも数える）。

 〈事情通〉（難易度12、少なくとも1回、〈交渉〉、〈威圧〉、〈知覚〉のい
ずれかの判定に成功していること）： キャラクターはネヴァーウィン
ターの中の近道を知っており、トリヴァストに追い付くのにその知識を
活用することができる。

 〈知覚〉（難易度12、最大成功回数2回まで）： 英雄達は伝統的な手法、
つまり彼の通った後に残る物理的な手掛かりを使って、トリヴァストを追
いかける。

	〈魔法学〉または〈宗教〉（難易度19）： 死の気配というものは、それを
感じ取る感覚を持つ者にとっては、臭いと同様にその場に残るものだ。
誰かがこれらの技能のどちらかに成功したなら、英雄たちはその跡をた
どることができる。

 成功： 英雄たちは、トリヴァストがちょうど冠に呪いをかけ終わろうと
いう時に、ネヴァーデス墓地にたどり着く。トリヴァストおよび“門の中で”
の遭遇に登場するその他の敵は、不意を討たれる。

	失敗： 英雄たちは最終的には行くべき先を見つけ出すが、到着したと
きにはすでに手遅れである。トリヴァストは冠に呪いをかけ終わってお
り、英雄たちを手ぐすねひいて待ちかまえている。“門の中で”の遭遇で、
キャラクターたちは不意を討たれる。

遭遇2：門の中で.に進むこと。

ネヴァーウィンターで見えるもの
英雄たちが技能チャレンジを進めていくのに伴い、君は彼らが通過す

るネヴァーウィンターの地区の様子について説明することができる。追
跡の真っ最中だとしても、特定のキャラクター・テーマを持つ英雄たち
は、いくぶんかこの都市について気付いたり、知ったりすることになるだ
ろう。

追跡劇は港から“守護卿特別区”を抜けて墓地の門まで、数マイルに及
ぶ(1マイルは約1.6km)。“守護卿特別区”では、広範に再建の兆候が見
て取れる。新しい建物もあれば、一部残った基礎に再建されたものもあ
る。この地区はよく整備されており、小集団で巡邏するニュー・ネヴァー
ウィンターの兵士たちの姿も目立つ。

この周辺の様子は、オグマズ・フェイスフルのキャラクター、もしくは
〈歴史〉や〈地下探検〉を修得済のキャラクターにとってはとりわけ興味
深いものである。というのも、くずれた建物の中には失われた宝物や知
識が眠っていそうなものもあるからだ。

何らかの公的あるいは軍事にかかわる背景を持つ英雄、たとえばネ
ヴァーウィンター・ノーブルやデヴィルズ・ポーンのテーマを持つ
キャラクターは、ニュー・ネヴァーウィンターの兵士たちがこの都市に
生まれ育ったものではないことがわかる。彼らはこの土地のものではな
く、ネヴァレンバー卿が自分に任された土地を完全に自分の支配下に置
き続けるために雇った、ミンターンの傭兵たちである。

パーティーの中にエア・オヴ・デルザウンがいれば、街の中にいるド
ワーフたちに気がつく。彼らもまた、失われたゴーントルグリムの手掛
かりを探しているのだ。 

タイム	チェック
これまでのプレイが 長 引 いていて、セッション 時 間 が 

1時間前後しか残っていない場合、技能チャレンジを飛ばすこと。
その代わり、セルドラがその空白を埋める――盗賊はネヴァーデ
ス墓地に向かったに違いないと言うのだ。

彼女は英雄たちに道順を教え、彼らはすぐにそちらに向かうこ
とができる。その途上で周囲の状況をいくらか説明はするが（“ネ
ヴァーウィンターで見えるもの” を参照）、キャラクターたちをなる
べく早く墓地の入り口まで到着させるようにすること。
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遭遇2:門の中で(45分)
遭遇レベル3

セットアップ
サーイのグレイヴハウンド	 	 2体	(H)
トリヴァスト、サーイのデスストーカー	(T)
アッシュ・ゾンビ		 	 3体	(Z)

英雄たちはトリヴァストの待ち受けるネヴァーデス墓地の門を抜ける。
英雄たちが墓地に踏みこむと、彼らの背後で門が閉まり、アンデッドども
が襲いかかってくる。

キャラクターたちが墓地に着いたら、以下の文章を読み上げるこ
と：

君たちは墓地を目にする前から、もうそのぼんやりとした存在を感
じ取る。まるで都市自身がネヴァーデスに広 と々した空間をくれてやっ
ているかのようだ――最も近い建物でさえ、墓地を囲む分厚い黒い壁
をさらに取り囲む、埃っぽい丸石の広い帯を挟むようにして、墓地から
50歩は離れた場所にあるのだ。

君たちの目の前にある門の両側には、何十もの死体が積み上がっ
ている――明らかに、誰もこの亡骸をわざわざ墓地に運び入れ、葬ろ
うとはしていないのだ。門の扉は両方とも開け放たれており、まるで
不吉な歓迎の辞を述べているかのようだ。

この門が開いていることはめったにないため、あたりには物見高い野
次馬が押し寄せている。だが彼らは、安全そうな距離、すなわち丸石に
覆われた地面の縁までしか近寄ろうとはしない。英雄たちの誰かが質
問したなら、住民たちは、この門が開いたのはつい最近で、赤いローブ

を着た男が墓地に入って行った、この中に一人で入ろうなんてあいつは
気が狂っているに違いない、と答える。

キャラクターたちが門を抜けたら、プレイヤーたちにフィギュアをStart 
Areaに置かせること。
英雄たちが並び順を決めたなら、以下の文章を読み上げること：

ネヴァーデスの門内に君たちが見るのは、ひびの入った墓石、砕け
た石像、そして枯れて干からびた木々が織りなす都市である。墓地は
一面、ひょろ長い灰色の草に覆い尽くされており、まるで何十年も放
置されているかのようだ。

キャラクターたちが技能チャレンジに成功していた（もしくは技能
チャレンジを飛ばした）場合、以下の文章を読み上げること：

君たちのずっと前方に、赤いローブをまとい、ベルトに柄が骨に
なったダガーを吊るした痩せたヒューマンが見える。かれは自分の
手をじっと睨んでいる。そしてその手には宝石をちりばめた冠が握ら
れているのだ。君たちが到着したと同時に、彼は動き出す。

トリヴァストは遭遇の開始時に不意を討たれ、彼以外のクリーチャーは
まだ戦場にいない。不意討ちラウンドが終了したら、以下の文章を読み
上げること：

サーイのウィザードが一方の手を空に掲げると、まるで絞め殺され
でもするような吠え声があたりに響き、痩せた灰色の猟犬が2頭、墓石
の後ろから飛び出してくる。君たちの後ろでは墓土の上に放り出され
ていた黒ずんだ死体のうち3体が起き上がる。

彼らが動くたびに灰が舞い上がる。ネヴァーデスの黒い門がゾン
ビどもの背後で軋みながら閉じ、君たちは死者のただ中に取り残され
る。

キャラクターたちが技能チャレンジに失敗していた場合は、以下の
文章を読み上げること：

最初、墓地は空っぽに見え
た。突然、赤いローブをまとっ
た痩せたヒューマンが宝石を
ちりばめた冠を片手に、柄が骨
でできたダガーをもう一方の
手に持って現れる。

「 王 冠 は 貴 様らには 渡さ
ん！」　彼は叫ぶ。その瞬間、
まるで絞め殺されでもするよう
な吠え声があたりに響き、痩せ
た灰色の猟犬が2頭、墓石の後
ろから飛び出してくる。墓土の
上に放り出されていた黒ずん
だ死体のうち3体が起き上がる。

彼らが動くたびに灰が舞い
上がる。ネヴァーデスの黒い
門がゾンビどもの背後で軋み
ながら閉じ、君たちは死者のた

だ中に取り残される。

この場合、パーティーは不意討
ちされる。

Start  
Area

H
T

Z

H

Z

Z
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遭
遇
2
:門
の
中
で
(4
5
分
)トリヴァスト、サーイのデス・ストーカー（Ｙ）	 レベル4　制御役（指揮）

中型・自然・人型、ヒューマン
hp：58；重傷値：29	 イニシアチブ：＋7
AC18；頑健16、反応17、意志15	 〈知覚〉＋4
移動速度：6
特徴
 Oネクロティック・ヘイズ／死霊の煙霧（［死霊］）◆オーラ2
このオーラ内でターンを開始した敵は5［死霊］ダメージを受ける。また、こ
のオーラ内にいる敵はトリヴァストとその味方に戦術的優位を与える。

標準アクション
mウィザリング・ダガー／足萎えのダガー（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋3ダメージ、目標はトリヴァストの次のターンの終了時まで減
速状態になる。

 Mネクロティック・ラッシュ／死霊鞭（［死霊］）◆無限回
攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋7対“頑健”
ヒット：5［死霊］ダメージ、目標を2マスまで引き寄せる。

 Mネクロマンティック・フラリー／死霊連撃◆無限回
効果：ウィザリング・ダガーとネクロティック・ラッシュを使用する。

Aグラスピング・クローズ・フロム・ビロウ／地表把爪群（［区域］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔範囲・爆発2・10マス以内（爆発内の敵すべて）；＋7対“反応”
ヒット：2d6＋4ダメージ、目標はトリヴァストの次のターンの終了時まで動
けない状態になる。

効果：爆発の範囲内に骸骨の手がつかみかかる区域が作られる。この区
域内は生きているクリーチャーにとって移動困難な地形である。

移動アクション
デス・ウォーク／（［瞬間移動］）◆無限回

必要条件：トリヴァストの2マス以内にアンデッド・クリーチャーが存在する。
効果：トリヴァストは6マスまでの瞬間移動を行なう。
技能：〈持久力〉＋11、〈盗賊〉+10、〈魔法学〉＋12
【筋】15	（＋4）	 【敏】17	（＋5）	 【判】10	（＋2）
【耐】18	（＋6）	 【知】20	（＋7）	 【魅】16	（＋5）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語
装備：ダガー、ローブ

サーイのグレイヴハウンド（H）×2	 レベル2　遊撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）
hp：38；重傷値：19	 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健14、反応15、意志13	 〈知覚〉＋7
移動速度：8	 夜目
完全耐性：［毒］、［病気］
標準アクション
mバイト／噛みつき◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ（目標が伏せ状態なら2d6＋5）。さらに、目標に対
して戦術的優位を有しているなら、目標は伏せ状態になる。

効果：このグレイヴハウンドは4マスまでシフトする。
【筋】13	（＋2）	 【敏】16	（＋4）	 【判】13	（＋2）
【耐】14	（＋3）	 【知】2	（－3）	 【魅】10	（＋1）
属性：無属性	 言語：――

アッシュ・ゾンビ×3　（Z）	 レベル1	暴れ役
中型・自然・自律体（アンデッド）
hp：33；重傷値：16	 イニシアチブ：－1
AC13；頑健14、反応11、意志11	 〈知覚〉－1
移動速度：6	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］
特徴
ゾンビ・ウィークネス／ゾンビの弱点
このゾンビに対するクリティカル・ヒットは、即座にそのヒット・ポイントを
0に減少させる。

標準アクション
mスラム／叩きつけ◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d12＋3ダメージ（目標をつかんでいるなら1d12＋8）。

Mゾンビ・グラスプ／ゾンビのわしづかみ	◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：10ダメージ。目標がすでにつかまれていないなら、目標をつかむ（脱
出難易度12）。

トリガー型のアクション
Cパフ・オヴ・アッシュ／吹き出す灰◆遭遇毎

トリガー：このクリーチャーが初めて重傷になった。
攻撃（即応・対応）：近接範囲・噴射2（噴射内の生きているクリーチャー
すべて）；＋4対“頑健”

ヒット：目標は戦術的優位を与え、回復力を消費できない（セーヴ・両方と
も終了）。

デスレス・ハンガー／飢えたる死にぞこない◆遭遇毎
トリガー：このゾンビのhpがクリティカル・ヒット以外の原因で0になった。
効果（アクション不要）：1d20をロールする。15以上の目が出たなら、こ
のゾンビのhpは1になる。

【筋】16（＋3）	 【敏】8（－1）	 【判】8（－1）
【耐】13（＋1）	 【知】1（－5）	 【魅】3（－4）
属性：無属性	 言語：――

戦術
 トリヴァスト： トリヴァストは戦闘の開始時に不意を討たれるかもし

れないが、その場合でも彼は冠に呪いをかけ終わっている。
トリヴァストは戦闘に加わると、躊躇なく猛烈に戦う。近接も孤立も恐

れぬ近接型の制御役である彼は、英雄たちの真っただ中に瞬間移動で
飛び込み、自分のネクロティック・ヘイズ .の範囲内になるべく多くの敵
を捕えようとする。機会があればすぐに彼は、接近戦が繰り広げられそ
うな場所に対してグラスピング・クローズ・フロム・ビロウを使用し、
そしてそのすぐ外側に瞬間移動して、敵の防衛役や近接型の撃破役を
妨害しようとする。通常、彼はゾンビたちのすぐそばに居続け、必要な
場合には彼らを使用してデスウォーク を起動し、機会があれば敵をゾン
ビたちの攻撃の間合いに引き寄せる。
	アッシュ・ゾンビ：アッシュ・ゾンビはトリヴァストのオーラやグラス

ピング・クローズ・フロム・ビロウによって妨害された敵と戦うのを好む。
というのも、両者はともに、彼らに対して非常に有利に働くからである。
ほとんどの敵がそこではシフトできなくなったり、そこではシフトを行な
えず、その範囲から脱出するのも難しいのに対し、彼らはその区域を自
由に移動することができる。

 サーイのグレイヴハウンド：グレイヴハウンドたちは、近接戦闘を避
けようとする英雄に対して、協働して立ち向かう。彼らは守られていな
い制御役や遠隔型の攻撃者を好んで攻撃する。
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このエリアの情報
	照明：“明るい”光。墓地の中では陽光も翳るが、それでも通常の照明

程度には明るい。
	黒い門（マップ上には記されていない）： ネヴァーデス墓地に続く門

は、英雄たちの開始位置の後ろにある。これはこの遭遇の間、遮断地形
となる（つまり、英雄たちは遭遇が終了するまで墓地を出ることができな
い）。

 墓石：戦場の近くにある墓石は部分的な遮蔽を提供し、通過するには
1マス余分な移動が必要となる。墓石は長年のうちに脆くなっており、
近接範囲もしくは遠隔範囲攻撃に巻き込まれた場合、粉々になる。

 瓦礫と藪： “移動困難な地形” としてマップ上に示されたエリア（△で
示されたエリア）には、壊れた墓石や小ぶりの丸石、倒れた石像、育ちす
ぎの藪、そして埋められていない骨などがある。

報酬
この技能チャレンジおよび遭遇に対して、キャラクターたちは各々

150XPを得る。

墓地からの脱出(15分)
時間を確認すること。ゲーム・デイ・セッションの時間がもう数分し

か残っていないなら、この技能チャレンジは飛ばし、すぐに“セルドラ再
登場”に進むこと。

英雄たちはトリヴァストを倒すだろうが、彼が動かし始めた手下どもは
次々に起き上がっては襲いかかってくる。次の技能チャレンジで、英雄
たちは墓地からの脱出を試みる。

戦闘遭遇が終了したら、以下の文章を読み上げること：

最後の敵が倒れたかと見るや、新たなアンデッドが起き上がる。こ
の増え続ける敵の群れから逃げ出せる明確な唯一の手段は、あの飾
り気のない、墓地の黒い門だけだ。しかしなんということか、門はいま
だに閉じている。

技能チャレンジ
 レベル: 2（キャラクター1人あたり50XP）
 複雑度： 2（3回失敗する前に6回の成功が必要）
 時間制限：このチャレンジにおいて、キャラクターたちはそれぞれ1ラ

ウンドにつき1回の判定を、1回の標準アクションとして行なうことがで
きる。

 回復力を失う：キャラクターたちが何をするかにかかわらず、アンデッ
ドの群れは攻撃を続ける。英雄たちはラウンド毎に、それぞれ回復力1
回ぶんを失う（あるいは回復力が残っていなかった場合、自分の回復力
値に等しいダメージを被る）。もし英雄たちが特殊オプションによって1
ラウンドに2成功を達成したなら、そのラウンドは回復力を失わない。

 主要技能：〈運動〉〈宗教〉〈地下探検〉〈魔法学〉
 〈魔法学〉（難易度13）：キャラクターはその門を一部開かせることが

できる、魔法の言葉を使う。
 〈運動〉（難易度13）：キャラクターは力任せに門を押し開けようとする。
 〈地下探検〉（難易度10）：キャラクターは門の機構に梃子を使用し、門

をわずかにこじ開ける。

	〈宗教〉（難易度16）： 祈りと信仰の助けにより、キャラクターは門を閉
ざしている死霊のエネルギーのいくぶんかを跳ね返す。

.
	特殊オプション：攻撃、アンデッド退散 
 攻撃（難易度15）： キャラクターはアンデッドの群れに会心の一撃を

与える。
	アンデッド退散（自動成功）：キャラクターはアンデッドのみを目標と

する［一日毎］もしくは［遭遇毎］パワー(ターン・アンデッドやリビューク・
アンデッドなど)を使用し、このチャレンジにおいて自動成功を達成する。

 成功：英雄たちは墓地から脱出する。

 失敗：ニュー・ネヴァーウィンターの兵士たちが到着する。英雄たち
と兵士たちは協力してアンデッドを退治する。

セルドラ再登場
墓地での騒動が最終的に一段落したところで、セルドラはキャラクター

たちに合流し、自分の所持品を回収する。

セルドラが到着したら、以下の文章を読み上げること：

戦闘が一段落すると、セルドラが走って来てあなたたちに加わる。
「ああ、ありがたいこと」彼女はほっと息をつく。「できるだけ大急ぎで
来たの。私の冠は無事でしょうね？」

セルドラは冠を持っているものから（あるいはトリヴァストの亡骸から）
それを取り返し、英雄たちに報酬の残りの半分を手渡す。

「今日はあなた方、本当に大仕事をしてくれました」彼女は付け足
す。「それではお別れを言わなくちゃ――少なくとも、今のところは。
これ以上要らぬ注意を引き付ける前に、私はもう行かなくては」

それ以上はもう何も言わず、彼女は踵を返し、墓地の外の野次馬の
中に消える。どうやら、君たちの仕事は終わったようだ――少なくとも、
今のところは。

編 注： 上 記コラム の 8 月 は、 原 書 の『Neverwinter Campaign 
Setting』が刊行された2011 年にあたり、日本語版が刊行となる
時点での D&D Encounter の進行とは異なります。

次に起こること
プレイヤーたちに、今回使用したキャラクターは、そのまま8

月10日から開始されるD&D Encounters シーズン ネヴァーウィ
ンターの失われし王冠でも使用できることを念押ししておくこと。

この方法で持ち込まれたキャラクターは、今回のゲーム・デイ
のアドベンチャー内で得られた経験点や、セルドラからもらった
報酬も保持した状態で、エンカウンターズ・シーズンを開始する
ことができる。このアドベンチャーとD&D Encounters シーズン
の間に、プレイヤーはこの所持金を費やして、キャラクターのた
めに装備や魔法のアイテムを購入することができる。

アドベンチャーの終了時に、キャラクターたちはそれぞれ
250XPを、もしパーティーが “墓地からの脱出”の技能チャレンジ
を行なっていたなら300XPを獲得しているはずである。
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任務は極めて簡単なものに見えた。
――　ウォーターディープからネヴァーウィンターまで、ある謎

めいた旅人と、彼女が運ぶ同様に謎めいた荷物に付き添って行く
だけ　――

“北方の宝石”において、だが任務が簡単であることなどめったに
ない。

報せは千里を走り、サーイのレッド・ウィザードたちはすでにそ
の旅人と彼女が運ぶ品物の正体について知っている。

今や死霊術士は冒険者たちを、そしてその被後見人に待ち伏せ
を仕掛け、自身の忌まわしい目的のために件のアイテムを盗み取
ろうとしている。

『ネヴァーデスの門』はD&Dゲーム・デイ用アドベンチャーであ
り、また2011年夏シーズンのD&Dエンカウンターズ公式プレイ・
プログラムである『ネヴァーウィンターの失われし王冠』の前日談と
もなっています。本アドベンチャーには、フルカラーのバトルマッ
プ1枚、および2つのすぐに遊べる遭遇が付属しています。

死の壁の向こうへ


