クリスタル・シャードの影
ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 4 版用
遭遇およびモンスター・データ
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はじめに

D&D 第 4 版用遭遇

この文書はアドベンチャー『クリスタル・シャードの影』用の遭

このセクションには、『ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 4 版』のル

遇およびモンスター・データを提供するものである。このアドベ

ールを用いてこのアドベンチャーを運用するために必要な情報が

ンチャーは（低レベル帯限定ではあるが）幅広いレベルのキャラク

含まれている。

ターが遊べるように作られている。それゆえに、個々の遭遇は特

『クリスタル・シャードの影』の『アドベンチャー・ブック』また

定のレベルのキャラクター専用にデザインされてはいない。アイ

は付属の DM スクリーンに記載されている遭遇は、その内容が以

スウィンド・デイルは危険な土地であり、向こう見ずな冒険者た

下にアイウエオ順で説明されている。『アドベンチャー・ブック』
（

ちは到底かなわないような強敵に出くわしてしまう可能性もある。

および本文書の数箇所）において遭遇の名前は太字で書かれ、後ろ

それほど危険なこのアドベンチャーにおいて、君のプレイヤーた

にアスタリスク（*）が付いている。たとえば襲いかかるイエティ *

ちが成功を収めるために役立つようなヒントをいくつか、以下に

は本文書内の同名の遭遇を指す。

示す。

それぞれの遭遇には遭遇レベルおよび登場するクリーチャーの
内訳が記載されている。そして個々のモンスターの名称は、この

F 前もってプレイヤーたちに話をしておくこと。プレイヤーの中

セクションの後半に載っているデータ・ブロックに対応している。

には「DM が提示する挑戦や困難は常にキャラクターたちが突

DM は必要に応じてモンスターの数を増減し、遭遇を調節するこ

破できるものであるはずだ」と思い込んでいる人もいる。君の

と。

プレイヤーたちがこのような思い込みに基づいてゲームを遊ん

判定：アドベンチャーに指定されたとおりに能力値判定を行な

でいる場合は、このアドベンチャーを始める前に、「このシナ

うこと。ただし、能力値判定の代わりに技能判定を行なわせるこ

リオには一目散に逃げるのが最善手であるような遭遇もあるよ

ともできる。たとえば、捜索のための【知力】判定は捜索のための

」と告げておくこと。

〈知覚〉技能判定に置き換えられるし、鍵開けや罠解除のための能
力値判定は〈盗賊〉技能判定に置き換え可能である。“簡単” な判定

F タイムラインを調節すること。このアドベンチャーは “危険や
時間に追われる感じ” を含むよう意図的にデザインされている。
プレイヤーたちに「時間は充分あるし、すべての問題を順番に
片付けていこう」などと思わせてはならない。このアドベンチ
ャーにはキャラクターたちが休憩を取れるタイミングに関して
ほとんど制限がないが、頻繁に休憩を取りすぎるキャラクター
たちに対しては立て続けにイベントを発生させて尻を叩いてや
ること。一方、キャラクターたちがひどく傷ついている場合は
、既定のタイムラインを遅らせて回復の機会を増やしてあげて
もよい。
F 必要に応じて遭遇を変化させること。ツンドラで登場するワン

は難易度 9、“通常” の判定は難易度 13、“困難” な判定は難易度 21
で行なうこと。

暴れる熊
1 レベルの遭遇
F ブラウン・ベア 1 体
1 頭の熊が戦場で暴れている。近くの友軍に攻撃されているが、
怯む様子すらない。

イエティの襲撃

ダリング・モンスターに、死ぬまで戦う理由はない。パーティ

1 レベルの遭遇

を全滅させうる凶暴な熊も、自分が重傷を負えば逃げ出す可能

F イエティ

3体

性がある。逃げ出したキャラクターたちを追いかけていた狼の
群は、途中で疲れ果てて追跡をあきらめるかもしれない。“ヴ

このツンドラ・イエティの群は氷の魔女によって人肉の美味さ

ァービーグの根城” の入り口近くにいるヴァービーグも、冒険

を教えられており、武装した旅人の集団すら躊躇無く襲う。彼ら

者たちが裏口を探せばこれを迂回できる可能性がある。必要と

は過酷な天候と自然の地形を有効活用し、無用心な冒険者たちに

あらば、全力の殺し合い以外の選択肢を探すようプレイヤーた

待ち伏せをしかける。

ちを誘導することをためらってはならない。
F モンスターの数を調節すること。以上のヒントが有効に機能せ
ず、キャラクターが頻繁に気絶したり死んだりするようなら、
モンスターの数を変更することを検討しよう。多くの遭遇はク
リーチャーの数を多少減らしても問題なく使える。逆に、キャ
ラクターたちのレベルが高く、プレイヤーたちが楽すぎる遭遇
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ヴァービーグ・ジャイアント
1 レベルの遭遇
F ヴァービーグ（ダルド） 1 体

ヴィーリシュ・ギャント

に退屈しているようなら、モンスターの数を増やしてもかまわ

1 レベルの遭遇

ない。

F ヴィーリシュ・ギャント、人間の魔道士

ウィンター・ウルフ

海賊一味

2 レベルの遭遇

遭遇レベル：さまざま

F ウルフ

4体

F 人間の盗賊（“水葬屋”デリック）

1体

F ウィンター・ウルフ

1体

F 人間の戦士（パイアス）

1体

F ならず者および屈強なならず者（海賊） 最大 30 体
ウィンター・ウルフとその仲間たちが英雄たちの臭いを嗅ぎつ
け、獲物と見定めて襲いかかって来る。

選ばれし者の呼びかけ
6 レベルの遭遇

イーストヘイヴンの襲撃およびそれ以降に倒した海賊の数）に等し
い人数の海賊を発見することになる。
デリックとパイアス以外の海賊たちの武器防具は、イーストヘ

F 氷の魔女ヘドラン
F 動き出した黒い氷の像

この海賊団にはデリックとパイアス以外に 30 名の海賊がいる。
海賊の隠れ家にたどり着いた冒険者たちは、（30 −冒険者たちが

2体

狼の襲撃

イヴンへの襲撃の結果によって変わってくる。襲撃が成功してい
た場合（あるいは冒険者たちが先にダヴリク・フェインを追いかけ
、イーストヘイヴンに注意を向けるのが遅くなった場合）、海賊の
うちショート・ソードとクロスボウで武装し、良い鎧を身につけ

2 レベル／ 3 レベルの遭遇

ている者が多くなる（屈強なならず者のデータを使うこと）。そう

F ウルフ

5体

でない海賊たちはならず者のデータを使うこと。具体的な人数構

F ウィンター・ウルフ

1 体（25％）

成は DM の判断に任せる。

氷の魔女はツンドラの獣たちを煽り立て、冬に抗う人間どもを
見さかいなしに襲わせているので、この狼の群は非常に攻撃的で
ある。しかも、この群は 25％の確率でウィンター・ウルフに率い
られている。

オークのつわもの
3 レベルの遭遇

海賊の襲撃
2 レベルの遭遇
F 人間の盗賊（“水葬屋”デリック） 1 体
F 屈強なならず者（海賊）

3体

F ならず者（海賊）

5体

冒険者たちが戦闘に参加する場合、海賊たちは二手に分かれる。

F オークの略奪兵 1 体

半分は PC たちに立ち向かい、残り半分はルルデンの武器屋からの

F オーク

略奪を続けるのである（冒険者たちが武器屋の前に立ちはだかろう

4体

とする場合、“残り半分”の海賊たちは迂回して別の入り口を探すか
戦場を突き進む冒険者たちの前に、狂猛なオークの指揮官が部
下を率いて立ちはだかる。

襲いかかるイエティ
1 レベルの遭遇
F イエティ

1体

F 若いイエティ

4体

、武器屋の壁を破って押し入ろうとする）。デリックは戦闘の誘惑
に耐え切れず、パーティを攻撃する側に加わる。彼は猛々しく戦
うが、ヒット・ポイントが半分以下になると後退して部下たちに
援護を命じる。彼は劣勢に耐えて戦い続けた経験がなく、5 人以
上の海賊が倒されると残りの部下たちに船に戻れと命じて大急ぎ
で逃げていく。

隠れ家のならず者

この遭遇はプレイヤー・キャラクターたちが相手をしなければ

3 レベルの遭遇

ならないイエティだけを表している。キャラバンや町を襲ってい

F ワーラット

2体

るイエティは他にもたくさんいるが、冒険者たちがこの遭遇の敵

F 人間の戦士

3体

を全滅させた時点で、隊商の護衛や町の衛兵たちも残りのイエテ
ィを殺すか追い払うことに成功するのである。DM はこの遭遇の
難易度を調節するために追加のイエティを登場させてもよいし、
敵が PC たちの手に余るようなら護衛や衛兵を援軍として登場させ
ても良い。

隠れ家の見張り
1 レベルの遭遇
F 人間の戦士

2体

3

3

傾く氷山

ギュンヴァルド王

冒険者たちが氷山の上を渡っている最中に、その氷山が別の氷

4 レベルの遭遇

山と衝突する。足元の氷塊は大きく揺れ、ひどく傾いた状態にな

F 人間の戦闘酋長（ギュンヴァルド王）

1体

る。すべてのキャラクターは以下の攻撃を受ける：＋ 5 対 “反応”。

F クマ族の戦士

3体

ヒットしたキャラクターは伏せ状態になり、斜面を滑り落ちる。

F オーク

2体

そしてセーヴィング・スローに成功しない限り氷のように冷たい
水の中へ落下する。溺死の危険性はもちろんのこと、冷たい水の
中でターンを開始するたびに 1d6 の［冷気］ダメージを受ける。

カルト教団の暗殺者
3 レベルの遭遇
F 屈強なならず者

クマ族の襲撃者
1 レベルの遭遇
F クマ族の戦士

4体

この戦士たちはエヴァーメルトにある彼らの新たな野営地を離
6体

れ、ツンドラ地帯をうろついて他の蛮人諸部族に襲撃をかけてい

F 闇の神官（第 2 幕のみ） 1 体

る。凍てつく乙女の名のもとに血を流し、財宝を勝ち取ろうとい
う欲求に突き動かされて、何のためらいもなく攻撃をしかけ、残

テンタウンズにおけるオーリル信徒の勢力は、このアドベンチ
ャーの開始時点ではさほど大きなものではないが、開始以後は急
速に大きくなっていく。ブリン・シャンダーの門でイエティを撃
退し、蛮人ヘンガーをオーリルの怒りから助け、あるいは単に質
問をしすぎただけでも、冒険者たちはこのカルト教団の注意を引
いてしまう可能性が――そして暴力的な対応を招いてしまう可能
性がある。また、単に「こいつらはよそ者だから、行方不明になっ
ても騒がれることはあるまい」というだけの理由で、カルト教団員
が冒険者たちに襲い掛かってくることすらありうる。
このカルト教団員たちは一見するとごく普通の市民であるため、
この遭遇においてたやすく不意討ちを行なえるし、英雄たちが事
前に襲撃に気づける可能性はきわめて低い。たとえば……（1）キ
ャラクターたちが酒場で飲んでいると、ほかの客からじろじろ見
られていることに気づく。一方バーテンダーは窓と扉を手際よく
閉め始める。（2）1 人の衛兵が、言い争っている 2 人の商人をなだ
めようと苦労している。ところが PC たちが仲裁を手伝おうとした
瞬間、3 人は一斉に刃物を抜いて英雄たちに襲いかかってくる。
こういった遭遇につきまとう “何かがおかしい” という感覚をさ

虐に戦う。この蛮人たちは戦いの熱狂に身を委ねて死ぬまで戦い
続ける。

クマ族の野営地
5 レベルの遭遇
F 人間の戦闘酋長（ウォルヴィグ・バランドサン） 1 体
F クマ族の戦士

6体

クマ族の野営地にはもっと多くの戦士がいるが、それらの相手
は冒険者たちに同行しているヘラジカ族の戦士たちが引き受ける。
この遭遇はクマ族の戦士団のうち冒険者たちが直接戦う必要のあ
る相手（クマ族の戦闘酋長を含む）だけを表している。キャラクタ
ーたちに襲いかかってくるクマ族の戦士の数を増やしたり、逆に
PC たちが苦戦しているようなら友軍を救援に駆けつけさせること
で、この遭遇の難易度を調節することができる。

クマ族の勇者

らに高めるのが、カルト教団員たちがキャラクターたちを襲った

4 レベルの遭遇

理由がまったく分からないことと、それにも関わらず彼らが死ぬ

F 人間の戦闘酋長 1 体

まで戦い続けることである。彼らの死体を調べると、必ずオーリ

F クマ族の戦士

4体

ルの印を帯びた品が見つかる。それらの品は黒い氷でできている
戦場を突き進む冒険者たちの前にクマ族の勇者が立ちはだかり、

ことが多い。
第 2 幕になるとオーリルの影響力はますます強くなり、信徒が
神の力を呼びおろす術を身につけるほどになる。今やカルト教団
員たちは闇の神官に率いられている。

ギャントの事務所

供を引き連れて戦いを挑んでくる。

熊の襲撃
1 レベルの遭遇
F ブラウン・ベア 1 体

4 レベルの遭遇
F ワーラット（スリム）

1体

F 人間の戦士

4体

F クアジット

1体

ギャントの事務所の扉に描かれている印形は、危険な魔法の秘
文の罠だ。難易度 13 の〈魔法学〉判定に成功すればこの罠を発見で
きる。発見した後、難易度 13 の〈盗賊〉判定に成功すれば罠を無力
化できる（このとき 5 以上の差で失敗すると罠が作動する）。罠が
作動した場合、扉から 10 フィート以内のクリーチャー全員が以下
の攻撃を受ける：＋ 5 対 “反応”；ヒット：3d6［電撃］ダメージ；ミ
ス：半減ダメージ。
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このブラウン・ベアは氷の魔女の力に汚染されて異常に攻撃的
になっており、旅人に襲いかかって死ぬまで戦う。

グリーン・スライム
1 レベルの遭遇
F グリーン・スライム

1体

通りかかった冒険者の頭上に、洞窟の天井からグリーン・スラ
イムが落ちかかってくる。

黒い氷の商人

氷の魔女の襲撃部隊

この商人はクラッグ・ハーフハンマーという名のドワーフで、

3 レベルの遭遇

ブリン・シャンダーの市で黒い氷製の装身具を売るためにドワー

F クマ族の戦士

2体

フの谷からやってきた。彼はストケリとバエリクが決裂したこと、

F オーク

3体

鉱山でドワーフが次々と行方不明になっていることを聞き知って
いる。今の彼は故郷に帰ることを恐がっており、しかもその恐怖
心は常に黒い氷の力に晒されているせいで増幅されてしまってい
る。彼は英雄たちに「ドワーフの谷に向かう予定があるなら、この
装身具を買って行きなされ。バエリクさまはこの黒い氷を身につ
けとる者を喜ぶでな」と持ちかけるが、これは真っ赤な嘘だ。バエ
リクは部下たちに黒い氷製の武器と鎧を与えているが、キャラク
ターたちが黒い氷を身につけていたからといって何か有利になる
わけでもない。

この集団は氷の魔女の配下であり、侵入者から魔女の塔を守る
ために動氷海を見回っている。

湖上の戦い
1 レベル／ 3 レベルの遭遇
F 人間の盗賊（“水葬屋”デリック） 1 体
F 合計 12 体のならず者および屈強なならず者（海賊）；内訳は後
述

黒い氷の兵士

“吼える魔物” 号にはデリックおよび 12 名の海賊が乗り込んでい

3 レベルの遭遇

るが、DM の判断しだいで 2 艘目の海賊船を登場させてもよい。デ

F バエリク・ハンマーストーン

リックは冒険者たちの船に衝角突撃を試みてから、部下の半数を

F ドワーフの戦士

4体

引き連れてパーティの船に乗り込み、肉弾戦をしかけようとする。

F 人間の盗賊（黒氷洞への使者）

1体

残りの海賊たちは “吼える魔物”号の甲板上から攻撃を行なう。
デリック以外の海賊たちの武器防具は、イーストヘイヴンへの

警戒気味の商人

襲撃の結果によって変わってくる。襲撃が成功していた場合（ある

ブレメン在住の商人であるフェイドリス・ガルダンは、ブリン
・シャンダーから帰宅するために荷馬車を走らせている。この
遭遇がこれまでにも発生したことがあるか、冒険者たちがブレメ
ンへの街道上にいない場合は、再ロールすること。
冒険者たちが近づくと、ガルダンは PC たちに襲われると思い込
み、剣を抜いて威嚇する。PC 側が自分たちは人殺しでも物取りで

いは冒険者たちが先にダヴリク・フェインを追いかけ、イースト
ヘイヴンに注意を向けるのが遅くなった場合）、デリックに付き従
う海賊のうち 3 名はショート・ソードとクロスボウで武装し、良
い鎧を身につけている（屈強なならず者のデータを使うこと）。他
の海賊たちはダガーのみを頼りに接近戦も遠隔攻撃もこなそうと
する（ならず者のデータを使うこと）。

ブリン・シャンダーにいる間に、テンタウンズや街道のあちこち

ゴブリンの待ち伏せ

で商人が行方不明になったという噂を耳にしていたのだ。

3 レベルの遭遇

もないと説得できたなら、彼は PC たちを疑った理由を話す。彼は

F ゴブリン

ケッセルの罠

8体
かえ

ダヴリク・フェインがルモアハズの卵を孵そうとしている “ヴァ

3 レベルの遭遇
F ジャイアント・スパイダー

2体

F ゾンビ

4体

F アカル・ケッセル（戦闘には参加しない）

氷が割れる
流氷の上を渡っていた冒険者たちの足元でバキバキという轟音
が鳴り、氷が砕け散る。これは落とし穴の罠として扱い（＋ 5 対 “
反応”）、落下したキャラクターは氷だらけの水面まで 1d3×10 フ
ィート落下する。この落下は 10 フィートごとに 1d10 ダメージを
与える。さらに、溺死の危険性はもちろんのこと、冷たい水の中
でターンを開始するたびに 1d6 の［冷気］ダメージを受ける。

ービーグの根城” では、ゴブリンたちが見張りを務めている。白い
毛皮を着込んだこのゴブリンたちは雪の吹き溜まりに隠れて旅人
を待ちかまえており、近くを通りかかった冒険者たちは矢の雨を
降らされることになる。
冒険者たちが東街道以外の場所にいる場合、このゴブリンたち
は東街道に向かう途中であり、効果的な待ち伏せを行なうことは
できない。

ゴブリンの見張り
1 レベルの遭遇
F ゴブリン

6体

この遭遇がライカーのねぐらの裏口で発生し、かつライカーに
敵対的な冒険者の侵入を想定する理由がある場合、彼はゴブリン
たちを見張りから解任して代わりに罠を仕掛けている。ライカー
のねぐら * を見よ。
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ごろつきの一団

邪竜と魔女

1 レベル／ 2 レベルの遭遇

3 レベルの遭遇

F ならず者 8 体と屈強なならず者 2 体（第 1 幕）または屈強ななら

F 氷の魔女の 分 身

1体

F スケルタル・ホワイト・ドラゴン（アイシングデス）

1体

ず者 5 体（第 2 幕）
この地元のチンピラたちは新参者に疑いの眼差しを向けており、
「俺たちが不幸なのは “何々” のせいだ」と不満をこぼすだけの無為
な日々を送っている（“何々” にはドワーフ、よそ者、蛮人、魔法使
い、町の代表ドゥヴェッサ・シェーン、保安官マーカム、その他
彼らが責任を押し付けうる任意の名前が入る）。彼らはパーティに

シミュレイクラム

エヴァーメルトまたはどこか別の場所において、冒険者たちは
アンデッド化したアイシングデスの骸骨および氷の魔女の分身と
対決することになる。
魔女の分身が倒された時点でスケルタル・ドラゴンは崩れ落ち
て骨の山に戻る。

非難と侮辱を投げつけ、英雄たちのここ最近の活動におけるささ

竜の巣：キャラクターたちが竜の巣においてアイシングデスの

いな失敗をあげつらう。近くに他の人々がいる場合、ごろつきた

骸骨と戦った場合、氷に埋もれたアイシングデスの財宝の一部を

ちは憤懣をぶちまけるだけで去っていく。目撃者がほとんどいな

発見できる可能性がある。氷を削るのに 1 分費やすごとに、以下

そうな場合、とりわけ夜には、彼らの暴言には暴力が伴う。ただ

の財宝のいずれか 1 セットが見つかる（最大 10 セットまで）。

し、彼らの本性は臆病者であるため、半数が倒された時点で残り
のごろつきは逃げ出す。ごろつきの身体検査をしたキャラクター
は、彼らがみな黒い氷でできたお守りか指輪を身につけているこ
とに気づく。
第 2 幕になると、ごろつきたちは黒い氷の力によって身体能力
が強化されるようになり、“ならず者”ではなく “屈強なならず者”が
もっぱら登場することになる。
ごろつきとの遭遇の後に通行人または町の衛兵を登場させ、こ
のならず者どもがしょっちゅう暴力沙汰を起こしていたことを説
明して、PC たちはブリン・シャンダーの町にとって良いことをし
たのだと感謝を表明するのは良い考えだ。英雄たちの行動が町の

1d10

内容

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50gp と 250sp
50gp 相当の宝石 3 つ
ポーション・オヴ・ヒーリング 1 本
100gp 相当の象牙と黄金のネックレス 1 つ
400cp
120gp と 95cp
10gp 相当の宝石 6 つ
ドワーフ製の＋ 1 マジック・バトルアックス
90gp 相当の銀の腕輪 1 つ
50gp と、100gp 相当の宝石 1 つ

住民から賞賛されるものであったことを明確にし、それによって、
まかりまちがってもプレイヤーたちが（当のプレイヤーたちが助け
ようとしている）町の人々に対して憤慨するなどということがない
ようにすること。

シミュレイクラム

裂け目の横断
氷上を進む冒険者たちは大きな氷の裂け目を渡らざるを得なく
なる。渡ることができない場合は引き返して新たなルートを探す
ことになり、移動時間が 1d4 時間ほど余計にかかる。この裂け目
は幅 1d3×10 フィート、深さ 30 フィートで、裂け目の底は氷の
浮かぶ水面である。冒険者たちが裂け目を超えようとする過程の
処理は DM の判断に任せる。
裂け目に落下したクリーチャーは 3d10 ダメージを受ける。さら
に、溺死の危険性はもちろんのこと、冷たい水の中でターンを開
始するたびに 1d6 の［冷気］ダメージを受ける。

“刺し殺し屋”
マレク
2 レベルの遭遇

シミュレイクラムという呪文は、雪と氷を材料にしてクリーチャーの
複製を――半ば現実、半ば幻の分身体を作り上げるというもので
ある。この複製の外見はもとのクリーチャーそっくりであり、作成者
の絶対的な支配下にある。ヒット・ポイントが 0になった複製は雪に
戻り、融けてなくなるか風に吹かれて飛び散ってしまう。
通常であればこの呪文が生み出すのはゾンビのようなクリーチャ
ーに過ぎない（追加の魔法を用いることによって生命力を吹き込み、
さらには複製元のクリーチャーの知識や人格の一部までも吹き込む
ことは可能だが）
。しかし、自分自身の分身を作り上げるヘドランの
能力はこの呪文とは異なっている。事実上、彼女の分身は彼女自
身の延長であり、彼女は己の身を危険に晒すことなくアイスウィンド
・デイル中を動きまわることができるのだ。この分身はヘドランの
呪文その他の能力をすべて使うことができ、分身の発した言葉や行
なったことはヘドラン本人にも伝わる。ただし、彼女は同時に複数

F “刺し殺し屋”マレク
F ウルフ

ヘドランの分 身

3体

の分身を持つことはできない。
ヘドランの分身が破壊された場合、彼女が新たな分身を作るに
は約1日かかる。そして新たな分身は必ず氷の魔女の塔に出現する
ため、アイスウィンド・デイルに戻るためには長旅が必要になる。し
たがって、分身を破壊したなら冒険者たちは少なくとも2日経つまで
新たな分身に出会うことがなくなる。
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主要 NPC
英雄たちはブリン・シャンダーの街中で主要な NPC（ノンプレイ

滝のうしろの洞窟
2 レベルの遭遇

ヤー・キャラクター）のいずれかと偶然に遭遇する可能性がある。

F クマ族のまじない師

1体

この遭遇に登場しうるのは、この町の代表ドゥヴェッサ・シェー

F クマ族の鬼女

3体

ン、保安官マーカム、ヴィーリシュ・ギャント、スリム、“刺し殺
し屋” マレク、ヘルダ・シルヴァーストリームである。加えて、テ
ンタウンズ内の他の町の NPC も用があってブリン・シャンダーを
訪れている可能性がある（一番可能性が高いのは他の町の代表だ）。
キャラクターたちがブリン・シャンダー以外の場所にいる場合は、
『キャンペーン・ガイド』に詳細が設定されている NPC のいずれか
を登場させること。
この遭遇は、キャラクターたちに新たなクエストを示したり、
彼らが忘れている（または無視している）古い情報を思い出させた
り、アドベンチャー内の無関係に見える部分部分をつなぐ手がか
りをほのめかしたりするための良い機会だ。たとえば、英雄たち
がヘンガーを町から逃がそうとしている途中でヴィーリシュ・ギ
ャントと遭遇した場合、この魔道士は蛮人（＝ヘンガー）に黒い氷
でできたお守りをプレゼントするかもしれない。その際、彼はこ
の品が氷の魔女の魔法から守ってくれるのだと嘘をつく。だが実
際には、黒い氷の力でヘンガーを汚染しておけば、後々ギャント
がヘラジカ族を利用しようとする際の助けになるだろうと期待し
てのこと。

スリムの奇襲
3 レベルの遭遇
F ワーラット（スリム）
F 人間の戦士

4体

多勢に無勢
冒険者たちは同時に複数の強敵と出会ってしまう。以下の表を
2 回ロールし、それぞれの遭遇を参照せよ。
1d10

敵

1〜3
4〜5
6〜7
8〜9
10

クマ族の襲撃者 *
狼の襲撃 *
イエティの襲撃 *
熊の襲撃 *
邪竜と魔女 *

立ち往生している町人
冒険者たちは、騒擾や戦火を逃れようとした庶民の一団が粗雑
な隠れ家の中に固まって震えているのを発見する。人々は英雄た
ちに気づくと、助けてくれと懇願し、最寄の居住地まで護送して
欲しいと頼み込んでくる。

逃亡中の商人
女商人ガーサ・ドゥリーンはブリン・シャンダーからタルゴス
に移り住もうと小さな荷馬車を走らせている。彼女は 3 時間ほど
街道を走った後、タルゴスに向かうわき道に入って行って、以後
はタルゴスに留まるので、この遭遇が 2 回以上発生することはな

ゾンビの群

い。代わりに “ドワーフの巡視兵”の遭遇を行なうこと。

1 レベルの遭遇

んでいたが、ヴィーリシュ・ギャントと手を組んだレスナー党の

F ゾンビ

5体

ガーサはブリン・シャンダーで 20 年に渡って家業のパン屋を営
ごろつきたちによる暴力と恐喝から逃れるために町を離れること
にした。彼女は中年のヒューマンで、髪は赤銅色、瞳は灰色がか

ゾンビ化したドワーフの一団が何の目的もなく鉱山をうろつき

った青色だ。物腰は穏やかで言葉柔らかく、よく響く声で笑う。

まわり、出くわした生物を手当たりしだいに攻撃している。採鉱

だが、ここ最近の彼女はめったに笑顔を見せることがなかった。

用のツルハシやシャベルを武器に使っている者もいるが、ダメー

彼女はブリン・シャンダーを離れざるを得なくなったことにずい

ジはゾンビのスラム攻撃と同じである。

ぶんと心を痛めており、できるものなら故郷に帰って平和に暮ら
したいと心から願っている。ドゥリーン家 5 代にわたって続いて
きたパン屋を自分の代で潰してしまったことへの罪悪感は、今に
も彼女を押し潰しそうだ。彼女の荷馬車には小麦粉、イースト菌、

ゾンビに襲われた！
冒険者たちが鉱山の中でゾンビと遭遇した際には、狭い場所に
閉じ込められる恐怖感を必ず演出し、地形がモンスター側の有利
に働くよう努めること。曲がり角の向こうからいきなりゾンビが襲いか
かってくる。パーティの背後から襲う。坑道の天井を支える梁の影
に潜み、パーティの真ん中で安全な位置にいると思い込んでいるキ
ャラクターを襲う。こういった襲撃を1 〜 2 回経験すると、何の危険
もない遭遇すらキャラクターたちに緊張を強いるようになる。洞窟の
天井で踊る奇怪にねじれた影は、本当にただの折れた梁なのだろ
うか？ ひょっとしたら、油断している我々に、ゾンビの鉤爪が今に
も襲いかからんとしているのでは？

色々なスパイスなどが積み込まれている。

ドラゴンを目撃
白いドラゴンが遠くの空を飛んでいくのが見える。ドラゴンが
冒険者たちを見つけるよりも、冒険者たちがドラゴンに気づく方
がずっと早い。ドラゴンを挑発するような真似をしない限り、ド
ラゴンは冒険者たちに気づかぬまま上空を飛んで去って行く。無
謀にもドラゴンを挑発した場合は、全滅の可能性が充分にある危
険 な 遭 遇 が 待 っ て い る。 ホ ワ イ ト・ ド ラ ゴ ン の デ ー タ は D&D
Compendium または『Monster Vault』P.73（ともに英語版）を参照の
こと。
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ドワーフの巡視兵
1 レベルの遭遇

トンネルの崩落
鉱山の放棄された区画にあるトンネルには、アカル・ケッセル

F ドワーフの戦士 5 体

軍の侵攻を食い止めるためにドワーフたちが仕掛けた魔法の罠が
いくつもあった。それらのほとんどは侵攻の際に起動済みだが、

“ ケルヴィンの石塚” 山に向かう路上：さえぎる物のないツンド

一部のルーンは使われなくなったトンネルに今も残っている。が

ラですら、ドワーフたちの姿が視界に入るよりも前に、彼らの立

れきの散らばる地面を調べて難易度 13 の〈知覚〉判定または〈魔法

てる物音が聞こえてくる（雪の上では音がよく響くのだ）。このド

学〉判定に成功したキャラクターはこのルーンの罠を発見できる。

ワーフたちの任務は、街道の巡回および、ドワーフの谷に宿を求

このルーンを安全に無力化するには難易度 13 の〈盗賊〉判定が必

めようとする旅人たちの安全を確保することだ。だが彼らはこの

要である。この判定に失敗すると、トンネル内の爆発によって天

仕事をどのように果たすべきかという言い争いに夢中になってし

井の一部が崩落する。崩落した区画にいたクリーチャーは以下の

まっている。ストケリ・シルヴァーストリームへの忠誠こそ揺ら

攻撃を受ける：＋ 5 対 “反応”；ヒット：2d6 ダメージ。目標は伏せ

いでいないものの、巡視兵たちのうち 3 人はバエリク・ハンマー

状態になり、深さ 1d6 フィートの瓦礫に生き埋めになる。埋まっ

ストーンが作った黒い氷の斧を持ち歩いており、そのせいで好戦

ている間、目標は拘束状態であり、立ち上がることが出来ず、自

的かつ高圧的になっているのだ。

分のターンには “脱出”のために難易度 13 の【筋力】判定を試みる以

このドワーフたちの会話内容は、黒い氷の斧のできばえ、巡回

外のいかなるアクションも行なえない。この判定には目標が埋ま

ルート、自分たちが歩く速さ、天気の予想、悪天候の原因などで

っている深さのフィート数に等しいペナルティがつく。目標に隣

あり、冒険者たちを発見した後は PC たちの扱いに関しても意見が

接する、埋まっていないクリーチャーは、同一の【筋力】判定に成

割れる。ドワーフたちの言い争いは喧々囂々で、キャラクターた

功すれば埋まっている目標を引きずり出すことができる。

ちが口を挟む余地もないほどだ。PC たちが挑発的な態度を取った

崩落したトンネルは完全にふさがって通行不能になる。また、

場合、黒い氷を帯びたドワーフたちが冒険者たちに襲いかかろう

ルーンは消えて罠は無力化される。崩落によって埋もれたトンネ

とし、他のドワーフは何とか仲間を落ち着かせようとすることに

ルを 1 人で掘り返すには、10 フィート掘り進むごとに 5 時間かか

なるだろう。

る。この作業に参加するキャラクターが 1 人増えるたび、作業時

ドワーフの鉱山：ここでは異なる 2 種類の巡視隊との遭遇が発
生しうる。

間は 1 時間ずつ短縮される。
トンネルの崩落の罠に遭遇したキャラクターたちが埋もれたト

バトルハンマー砦の巡視兵：この一団は用心深いが敵対的では
ない。冒険者たちがすでにバトルハンマー砦に受け入れられてい
る場合は、友好的な対応を受ける可能性がさらに高くなる。キャ
ラクターたちがまだストケリと会見していない場合は、巡視兵た
ちから「まずストケリ様と話をするべきだ」と強く奨められる。
このドワーフたちからは、鉱山の中で起きているさまざまな物
事に関する情報を得られる――特に重要なのは、ゾンビの存在と、
バエリク配下のドワーフとのいさかいである。バトルハンマー砦
の巡視兵たちは（黒い氷には触れずに）ここ最近の厄介ごとの原因
はバエリクだと主張する。ただし、彼らの中にはバエリク派のド
ワーフの中に親戚がいる者もいて、その親戚の言動がやや異常だ
ったことに気づいている。
このドワーフたちは攻撃されれば自己防衛のために戦うが、勝
利した場合は冒険者たちを死体ではなく捕虜としてストケリの元

ンネルを掘り返すか、来た道を戻って別のトンネルを進まない限
り、新たな遭遇が発生することはない。

投げ出された採鉱道具
鉱山内のいたるところに採鉱用の道具が散らばっている；ロー
プ、ハンマー、ツルハシ、大釘、ろうそく、火打石、チョーク、
鏡、水袋、携行用食料、ドワーフの酒などだ。これらはゾンビの
襲撃によって鉱山から逃げた鉱夫たちが残して行ったものであり、
元の持ち主に渡してやればバトルハンマー砦のドワーフたちから
感謝されること間違いない。

蛮人への同情者
ホーディン・ヒューワーとブレイディン・ヒューワーの兄弟は、

に連れて行こうとする。冒険者たちに負けそうになった場合は逃

長くなりそうな冬に備えて食料を買い込みケアコニグに持ち帰る

げる。

ため、ブリン・シャンダーにやってきた。この兄弟が蛮人の血を

黒氷洞の巡視兵：こちらの部隊に属するドワーフたちは好戦的
であり、「ここで何をしている！

さては盗人だな、間違いねえ！

引いていることは外見から明らかであり、彼らはヘンガーおよび
ヘラジカ族の苦境に同情を示す。

今すぐ消え失せねえとぶっ殺すぞ！」といった調子で冒険者たち

第 1 幕で遭遇した場合、この兄弟は町の人々が蛮人の苦境に冷

を脅しつける。このドワーフたちは喧嘩を売ろうとしているよう

淡であることに憤りを見せ、ヘンガーやヘラジカ族を助けてくれ

に――あるいはキャラクターたちの死体を身ぐるみはごうとして

と冒険者たちに強く訴える。ヘンガーがまだ囚われている場合、

いるように――見える。

彼らはパーティがヘンガーを助けるのを喜んで手伝う（この兄弟の
データは “人間の戦士”と同一である）。
第 2 幕でホーディンとブレイディンに出会った場合、彼らはキ
ャラクターたちにラック・ディネシア湖で海賊が起こしている厄
介ごとの話をする。彼らは冒険者たちに「俺たちと一緒にケアコニ
グに来て、海賊の略奪を食い止めてほしい」と懇願する。キャラク
ターたちが先に他の課題を片付けたいと言った場合、彼らは数日
なら PC たちを待つ。
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不法侵入者たち

氷海の狩人
分厚い毛皮をまとった地元の狩人たちが 6 名、不安定な氷の海

5 レベルの遭遇

をカヤックで漕ぎ進んでくる。この狩人たちは厳しい冬に備えた

F 人間の一般人（鉱夫；戦闘には参加しない）

24 体

食糧確保のためにアザラシや小型のクジラを探しているところだ。

F 人間の戦士

6体

冒険者たちが攻撃をしかけない限り、この狩人たちが敵対的な態

F 屈強なならず者

1体

度を取る理由はない。また、彼らから氷の魔女の塔の方向を教え
てもらうことも可能である。彼らと戦闘になった場合はクマ族の

町民と傭兵からなるこの集団はレスナー党の者に率いられ、ヴ
ィーリシュ・ギャントの意向をテンタウンズの外まで広めようと

戦士のデータを使うこと。

している。武装した戦士の背後に列をなしている鉱夫たちは戦闘

氷山の衝突

になると一目散に逃げ出す。

とつぜん両側の氷山が迫ってきて押しつぶされそうになる。冒険

兵舎のゴブリン

者たちに脱出手段を講じるための数ラウンドを与えること。たと

1 レベルの遭遇

えば大急ぎでオールを漕いで氷山の間から抜け出すための〈運動〉

F ゴブリン

キャラクターたちが動氷海の狭い水路を漕ぎ進んでいるその時、

判定を行なわせる。魔法によって氷山と氷山の間に強固な障壁を
作り出す。氷山同士が衝突する前にいずれかの氷山の上まで氷の
壁を登る。衝突までに脱出できなかった場合でも、2 つの氷山に
は裂け目がいくつもあるため、キャラクターたちは裂け目の中に
隠れて難を逃れたり、裂け目を這い登ったりすることもできる。
キャラクターたちが脱出に失敗した場合、彼らの船は破壊され、
氷のように冷たい水の中に投げ出されることになる。溺死の危険
性に加えて、クリーチャーは冷たい水の中でターンを開始するた
びに 5［冷気］ダメージを受ける。

船の陸上輸送

6体

ヘラジカ族の狩人
蛮人の若者ウィグレフは、ツンドラでクマ族の戦士たちに襲撃
を受けた大きな狩猟チームの生き残りだ。この遭遇がこれまでに
も発生したことがある場合は、この遭遇を無視するか、再ロール
すること。
ヘラジカ族の狩人たちはウィグレフ以外全員が殺されてしまっ
たが、彼は戦闘中に気絶し、どうせ死ぬだろうとそのまま放置さ
れた。冒険者たちがウィグレフを発見した際、武器も物資も失っ
た彼は凍死寸前の状態でよろよろと雪の中を歩いている。
ウィグレフの負傷は見かけが派手なだけの浅いものであり、暖

冒険者たちの前方で 2 つの氷山が衝突し、進もうとしていた水

かい食事と飲み物さえあればすぐに元気になる。冒険者たちが、

路を塞いでしまう。引き返して別の水路を進むと移動時間が（1d4

ヘラジカ族の野営地に行きたいがヘンガーの手を借りられないと

＋ 1）時間伸びる。一方、船を陸揚げして次の開けた水面まで氷の

いう場合、代わりにウィグレフが道案内を務めることができる。

上を運ぶなら、移動時間は 1 時間伸びるだけですむ。

あるいは、キャラクターたちがこのアドベンチャーのほかの筋書
きを追いかけているなら、ウィグレフにもヘンガーと同様、ヘラ

吹雪

ジカ族を助けてくれと PC たちに頼む役割を演じさせることができ

突然、レゲド氷河から猛烈な吹雪が吹き降りてくる。冒険者た

る。

めされている間に、20％の確率で戦闘遭遇が発生する。パーティ

ホッキョクグマの襲撃

が休憩を取っている間にこの遭遇が発生した場合、すべてのキャ

1 レベルの遭遇

ラクターは寒さに耐えるための〈持久力〉判定に− 2 ペナルティを

F ブラウン・ベア

ちは 1 時間のあいだ一歩も前に進めない。パーティが吹雪で足止

受ける。
このポーラー・ベア（ホッキョクグマ）は氷の魔女の行動によっ

吹雪の寺院

てツンドラに棲むブラウン・ベアよりもさらに凶暴になっており、
冒険者たちの船に襲いかかってくる。ポーラー・ベアのデータは

4 レベルの遭遇

ブラウン・ベアと同じだが、水泳移動速度 30 フィート（6 マス）を

F アカル・ケッセル
F エア・エレメンタル

6体

氷の魔女が倒されるかキャラクターたちが寺院を離れない限り、

有している。

ホワイトアウト

凍てつく風が冒険者たちを襲い続ける。各キャラクターは自分の

突風によってあたり一面に大量の雪が舞い、冒険者たちの視界

ターン開始時に以下の攻撃を受ける：＋ 5 対 “頑健”；ヒット：目標

を包み隠す。遭遇エリア全体が “軽度の隠蔽” になる。もう一度ダ

は 1d4［冷気］ダメージを受け、ランダムな方向に 5 フィート押し

イスをロールして追加の遭遇を決めること。

やられる。方向を決める際には、各方角に 1 〜 8 の数字を割り振
ってから 1d8 をロールせよ。
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町の衛兵

ライカーのねぐら

遭遇レベル：さまざま；下記参照

1 レベルの遭遇

F 人間の戦士

F 人間の戦士（ライカー） 1 体

4体

F クラグ・キャット

2体

この衛兵たちはブリン・シャンダーの路上を巡回している。彼
らは混雑した街中で荷馬車の交通を整理し、地域住民のちょっと

DM の判断しだいだが、ライカーに敵対的な冒険者たちの侵入

した修理を手伝い、ケンカを止めさせ、酔っ払いが路上で眠りこ

を想定するだけの理由がある場合、彼は洞窟の入り口に熊用のト

けて凍死しないよう家に送り届ける。また、衛兵たちは新参者が

ラバサミを 3 つ設置している可能性がある。ただし、そうするの

町にうまく馴染めるように、かつ揉め事を起こさないように、注

は彼の “猫” たちが洞窟の中で彼と一緒にいる場合に限られる。こ

意深い視線を向けている。

の罠は布で覆い隠されており、難易度 13 の〈知覚〉判定で発見でき

衛兵たちは基本的に用心深い態度を示す。ただし、衛兵たちは

る。発見できなかった場合、洞窟の中を移動したキャラクターは

50％の確率で、南門での戦いにおける冒険者たちの姿を覚えてお

25％の確率で罠を踏みつけてしまう。罠はこれを作動させたキャ

り、その場合は友好的な態度になる。キャラクターたちがこれま

ラクターに以下の攻撃を行なう：＋ 5 対 “反応”；ヒット：2d8 ダメ

でに街中で何らかの犯罪を犯していた場合、または保安官の許可

ージ。難易度 15 の〈運動〉判定か〈盗賊〉判定によってこの罠をこ

なしにヘンガーを連れ歩いている場合、衛兵たちは PC を逮捕しよ

じ開けるまで、目標は拘束状態になる。

うとする。冒険者たちが抵抗すると衛兵はいったん退くが、すぐ
に増援（1d6 ＋ 1 体の衛兵）をつれて戻ってくる。

ライカーの猫たち
1 レベルの遭遇

夜中の押し入り

F クラグ・キャット

2体

3 レベルの遭遇
F 人間の戦士

3体

白い毛皮と長い牙を持つこの獣たちは、“野人”ことライカーに手

F “刺し殺し屋”マレク

なずけられていることになっているが、“ケルヴィンの石塚”山の西
の斜面からメア・デュアルドン湖に下るあたりで自由に狩をして

マレクは逃走の際に標準アクションとして煙玉を使用し、自分
から 4 マス以内の場所に爆発 4 の区域を作り出す。この区域は “重
度の隠蔽”であり、1 分間持続する。

いる。この “猫” たちは旅人を待ち伏せて襲いかかるが、反撃を受
けるとすぐに逃走する。
まず 1 体の猫が通行者の不意を討って襲いかかり、あわよくば
一撃で獲物の息の根を止めようとする。もう 1 体は隠れたまま、

友軍の危機

相手が逃げ始めるのを待って背後から襲いかかるか、集団からは

激戦の渦中の冒険者たちは、味方の一部隊が強力な敵勢に押さ
れて壊滅寸前になっているのを発見する。味方と敵の種類を決め
るためにダイス・ロールを行なうこと。
1d6

味方

1d10

敵

1〜2
3〜4
5〜6

ドワーフ
ヘラジカ族の戦士
人間の戦士

1〜3
4〜5
6〜7
8〜9
10

クマ族の襲撃者 *
狼の襲撃 *
イエティの襲撃 *
熊の襲撃 *
邪竜と魔女 *

ぐれた者を襲う。冒険者たちが待ち伏せからの攻撃を受けても踏
みとどまって戦うようなら、猫たちは撤退する。冒険者たちが追
いかけてくるようならライカーの洞窟に逃げ込む。

極寒の地のネコ科動物
アイスウィンド・デイルには白い毛皮の大型ネコ科動物が 2 種類
棲息しており、そのどちらも北方の街道をゆく旅人たちにとって脅威
となっている。
“人喰い猫” の異名でも有名なクラグ・キャット（岩山猫ほどの意）
は高地の崖や岩棚を好む身軽な捕食獣だ。長く鋭い牙を持つ大型
のネコ科動物で、恐怖を呼び起こす力を備えている（これはおそらく
魔法的な能力であろう）
。その咆哮は恐怖に怯える人間の絶叫のよ
うに聞こえるのだ。しかも、魔法によってクラグ・キャットを感知した
り後をつけたりすることは不可能である。ただし、近くにこの猫がい
たり、この猫から見られている気配を “感じ取れる” と主張する者も
いる。また、クラグ・キャットは生まれつき魔法に強く、術者に呪文
を跳ね返すことすらあるという（訳注：以上の能力はいずれもデータ
・ブロックにはない）
。
一方ツンドラ・キャットは、クラグ・キャットの近縁種ではあるがこ
のような魔法的な能力は持っておらず、おおむね毛皮の白いだけの
普通の虎（タイガー）とみなせる。ただし、こちらの猫も岩山に住む
親戚と同じく、恐怖を呼び起こす咆哮だけは備えている。
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ルモアハズの巣
3 レベルの遭遇
F ダヴリク・フェイン
F 人間の戦士（ライカー） 1 体
F ルモアハズの幼生

1体

流浪の漁師
ブラサ・ジャンはケアコニグで漁師をしていた女性だが、今や
わずかな財産をまとめてロンリーウッドへ移住することを決意し
た。彼女は獣や吹雪をひどく恐れ、旅の同行者を欲しがっている
ため、冒険者たちに同行を申し出る。冒険者たちがロンリーウッ
ドに向かっている途中ではない場合、およびこの遭遇がこれまで
にも発生したことがある場合は、この遭遇を無視するか、再ロー
ルすること。
暴力と競争の激化によってラック・ディネシア湖で漁を続ける
ことができなくなったのでケアコニグを離れることにしたのだと、
ブラサは話す。漁場を巡る争いだけでもひどかったのに、最近で
は海賊たちが漁船を沈め始めたため、彼女はこれまでの生活に見
切りをつけた。幸運にも彼女をケアコニグに引き止めるようなし
がらみはなかったので、彼女は平穏な生活を求めてロンリーウッ
ドに向かうことにしたのである。

レスナー党のならず者
4 レベル／ 5 レベルの遭遇
F 第 1 幕：人間の戦士

6体
（うち 1 体はワーラットの可能性あり）

F 第 2 幕：ワーラット

7体

ランダム遭遇：このならず者たちは地元住民たちを脅しつけて
保護料を取り立てるという日々の “営業活動” に向かう途中だ。英
雄たちがまだスリムとも “刺し殺し屋” マレクとも衝突していない
場合、このならず者たちは「ブリン・シャンダーでの商売安全を保
障してやるから “旅人手数料” を払え」と PC たちを脅しつける。キ
ャラクターたちが支払いを断ると、ならず者たちはいったん引き
下がったふりをして冒険者たちの後をつけ、機を見計らって待ち
伏せをしかける。
キャラクターたちがすでにスリムまたは “刺し殺し屋” マレクと
遭遇している場合、ならず者たちは PC たちの素性を聞かされてお
り、出会ったとたんに襲いかかってくる。彼らは戦いながら「スリ
ムの旦那からの挨拶を食らいやがれ！」などと冒険者たちを嘲る。
キャラクターたちがすでにスリムとマレクの両名を倒している場
合、ならず者たちは親分の復讐を叫ぶ。「大っぴらにレスナー党に
刃向っておいて長生きできると思うなよ！」
第 1 幕においては、50％の確率でならず者たちのうち 1 体がワ
ーラットである。第 2 幕になるとすべてのならず者がライカンス
ロピーに感染してワーラットと化している。
議事堂にて：冒険者たちが町の代表ドゥヴェッサ・シェーンか
らのものに見せかけた偽手紙におびき出されて議事堂に向かった
場合も、同様のならず者の一団が待ち構えている。この場合、な
らず者のうち 1 人は必ずワーラットである。
ケアコニグにて：もう 1 つのならず者の集団が、ラック・ディ
ネシア湖周辺でヴィーリシュ・ギャントの企みを実行に移してい
る。このならず者たちの中にワーラットはいない。
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D&D 第 4 版用データ
アカル・ケッセル
レベル 4 精鋭 制御役
中型・自然・人型（アンデッド）
XP350
hp：108；重傷値：54
イニシアチブ：＋4
AC18；頑健15、
反応16、
意志17
〈知覚〉＋6
移動速度：6
暗視
完全耐性：
［毒］
、
［病気］
；抵抗：
［死霊］10
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
標準アクション
m クロー／爪
（
［死霊］
）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋6［死霊］
ダメージ。目標は次の目標自身のターン開始時まで
幻惑状態になり、
回復力を1回ぶん失う。
r グレイヴ・ボルト／死霊の矢
（［死霊］）
F無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体または2体）；＋7対“反応”
ヒット：1d6＋8［死霊］
ダメージ、
目標は動けない状態になる
（セーヴ・終了）。
C ホリフィック・ヴィゼジ／恐るべき容貌
（［恐怖］、
［精神］）
F再チャー
ジ456
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射内のクリーチャーすべて）；＋7対“意志”
ヒット2d6＋6［精神］
ダメージ。目標は次の自分のターンにおける最初のアク
ションとして、1回の移動アクションを費やしてアカルから離れるように移動
速度ぶん移動しなければならない。
ミス：半減ダメージ。
技能：
〈宗教〉
＋10、
〈魔法学〉＋10
【筋】10（＋2）
【敏】14（＋4）
【判】9（＋1）
【耐】14（＋4）
【知】16（＋5）
【魅】18（＋6）
属性：悪
言語：共通語

イエティ
レベル 4 制御役
大型・自然・野獣
XP175
hp：58；重傷値：29
イニシアチブ：＋11
AC18；頑健16、
反応15、
意志16
〈知覚〉＋11
移動速度：6（氷渡り）
、
登攀6
夜目
抵抗：
［冷気］5
特徴
O チリング・ウェイル／身も凍る叫び声Fオーラ3
このオーラの範囲内で自分のターンを終了した敵は5の
［精神］
ダメージを受
け、その敵自身の次のターンの終了時まで全防御値に−2ペナルティを受け
る。
標準アクション
m クロー／爪F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。
C フィアサム・ハウル／恐怖の咆哮
（［恐怖］、
［雷鳴］）
F遭遇毎
攻撃：近接範囲・噴射4（噴射の範囲内の敵すべて）；＋7対“意志”
ヒット：1d8＋4の
［雷鳴］
ダメージ、
目標を3マスまで押しやる。
C ピアシング・シュリーク／つんざく叫び声
（［雷鳴］）
F遭遇毎
攻撃：近接範囲・爆発3（噴射の範囲内の敵すべて）；＋7対“意志”
ヒット：1d10＋5ダメージ。次の目標のターンの終了時に目標がこのイエティ
から5マス以内にいるなら、
目標は5の
［雷鳴］
ダメージを受ける。
技能：
〈威圧〉
＋9
【筋】18（＋6）
【敏】16（＋5）
【判】18（＋6）
【耐】18（＋6）
【知】10（＋2）
【魅】15（＋4）
属性：無属性
言語：――
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ヴァービーグ
レベル 6 精鋭 遊撃役
大型・フェイ・人型（ジャイアント）
XP500
hp：150；重傷値：75
イニシアチブ：＋8
AC20；頑健18、反応17、意志15
〈知覚〉＋3
移動速度：8
夜目
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
ヴァービーグ・ステルス／ヴァービーグの隠れ身
このヴァービーグが占めているマスのうち少なくとも1つが、あるクリーチャーに
対して“良好な遮蔽”または完全視認困難を有しているなら、このヴァービー
グはそのクリーチャーから隠れるための
〈隠密〉判定を行なうことができる。
標準アクション
m スピア（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：2d8＋5ダメージ。
バウンディング・アソールト／跳びはね攻撃F無限回
効果：このヴァービーグが被っている“マークされた状態”は終了する。この
ヴァービーグはスピア攻撃を行ない、移動速度の半分までのシフトを行な
い、再度スピア攻撃を行なう。このシフトにおいては敵の接敵面を通過する
ことが可能である。
マイナー・アクション
M カニング・トリック／狡猾な策略F再チャージ 5 6
攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋9対“意志”
ヒット：このヴァービーグは目標を伏せ状態にするか、
目標を3マスまで横滑り
させる。
技能：〈隠密〉＋10、
〈盗賊〉＋10、
〈はったり〉＋10
【筋】24（＋10）
【敏】16（＋6）
【判】11（＋3）
【耐】19（＋7）
【知】13（＋4）
【魅】14（＋5）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、ライト・シールド、スピア

ヴィーリシュ・ギャント
レベル 4 制御役
中型・自然・人型、ヒューマン
XP175
hp：52；重傷値：26
イニシアチブ：＋4
AC17；頑健13、反応14、意志15
〈知覚〉＋5
移動速度：6
標準アクション
m クオータースタッフ（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d8＋4ダメージ、
目標を1マス横滑りさせることができる。
r マジック・ミサイル／魔法の矢（［装具］、
［力場］）
F無限回
効果：遠隔・20（クリーチャー1体）。目標は5［力場］
ダメージを受ける。
R ブリリアント・チェインズ／電光縛鎖（［装具］、
［電撃］）
F遭遇毎
1次攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：2d8＋3［電撃］
ダメージ、以下の2次攻撃を行なう。
2次攻撃：遠隔・10（1次目標から5マス以内のクリーチャー2体）
；＋7対“反
応”
ヒット：3［電撃］
ダメージ、
目標は減速状態になる
（セーヴ・終了）。目標が
減速状態である間、
目標が1次目標から6マス以上離れた場所でターンを終
了したなら、
目標は5［電撃］
ダメージを受け、伏せ状態になる。
A カコフォナス・バースト／不協和音の爆発（［装具］、
［雷鳴］）
F遭遇毎
攻撃：遠隔範囲・爆発1・10マス以内（爆発内のクリーチャーすべて）
；＋
7対“頑健”
ヒット：2d6＋5［雷鳴］
ダメージ。爆発の中心から遠ざかるように目標を1マ
ス押しやることができる。目標は幻惑状態になる
（セーヴ・終了）。
移動アクション
ディメンジョン・ドア／次元扉（［瞬間移動］）
F遭遇毎
効果：ギャントは20マスまでの瞬間移動を行なう。ギャントが過去24時間以
内に見たことのある場所であれば、
瞬間移動の目的地に視線が通っていなく
ともよい。
トリガー型アクション
デフレクティング・シールド／反発の盾F遭遇毎
トリガー：ギャントが近接攻撃または遠隔攻撃の目標になる。
効果（即応・割込）：ギャントは次の自分のターンの終了時まで、
トリガーを
発生させた攻撃の攻撃対象になった防御値に＋4ボーナスを得る。
技能：〈魔法学〉＋11
【筋】10（＋2）
【敏】14（＋4）
【判】17（＋5）
【耐】12（＋3）
【知】18（＋6）
【魅】12（＋3）
属性：悪
言語：共通語
装備：ローブ、クオータースタッフ、オーブ

ウィンター・ウルフ
レベル 5 遊撃役
大型・自然・野獣（乗騎）
XP200
hp：67；重傷値：33
イニシアチブ：＋7
AC19；頑健18、
反応17、
意志16
〈知覚〉＋9
移動速度：8
夜目
特徴
O フリージング・オーラ／凍てつくオーラFオーラ1
このオーラ内でターンを終了したクリーチャーは5［冷気］
ダメージを受ける。
パック・ハリアー／狩り立てる群れ
このウルフは、
自分の味方が2体以上目標に隣接しているのであれば、その目
標に対して戦術的優位を得る。
標準アクション
m バイト／かみつきF無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ
（伏せ状態の目標に対しては3d6＋4ダメージ）。こ
のウィンター・ウルフが目標に対して戦術的優位を得ているなら、
目標は倒れ
て伏せ状態になる。
【筋】19（＋6）
【敏】16（＋5）
【判】14（＋4）
【耐】19（＋6）
【知】5（−1）
【魅】11（＋2）
属性：無属性
言語：――

動き出した黒い氷の像
レベル 2 兵士役
中型・元素・自律体（人造）
XP125
hp：42；重傷値：21
イニシアチブ：＋1
AC17；頑健15、
反応12、
意志13
〈知覚〉＋1
移動速度：5（氷渡り）
特徴
ブリトル・スキン／砕けやすい体
この黒い氷の像は、
［雷鳴］
ダメージを受けたならば、
次の自分のターンの終
了時まですべての防御値に−2のペナルティを受ける。
標準アクション
m スラム／叩きつけF無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ、
目標はこの黒い氷の像の次のターンの終了時まで
シフトを行なうことができなくなる。
トリガー型のアクション
オーヴァーホウェルミング・アイス／氷ころびF再チャージ：初めて重傷
になった時
トリガー：この黒い氷の像に隣接している敵が、この黒い氷の像の味方に、
近接攻撃でヒットを与える。
効果（即応・対応）：近接・1（トリガーを発生させた敵）。目標は伏せ状態
になる。
【筋】17（＋4）
【敏】6（−1）
【判】11（＋1）
【耐】18（＋5）
【知】5（−2）
【魅】6（−1）
属性：無属性
言語：――

ウルフ
レベル 2 遊撃役
中型・自然・野獣
XP125
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
標準アクション
m バイト／噛みつきF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、伏せ状態の敵に対しては2d6＋5ダメージ。このウ
ルフが目標に対して戦術的優位を得ているなら、
目標は倒れて伏せ状態にな
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：――

エア・エレメンタル
レベル 1 奇襲役
小型・元素・魔獣（風）
XP100
hp：23；重傷値：11
イニシアチブ：＋7
AC15；頑健12、反応14、意志13
〈知覚〉＋5
移動速度：0、飛行6（ホバリング）
脆弱性：［火］5
特徴
ファントム・オン・ザ・ウィンド／風に乗る影
このエア・エレメンタルは、“自分に隣接している敵がいない”状況でターンを
開始したならば不可視になる。この不可視はこのエレメンタルの次のターン
が終了するか、このエレメンタルが攻撃を行なってヒットまたはミスするまで
持続する。
標準アクション
m スラム／叩きつけF無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d6＋3ダメージ。
M グラスプ・オヴ・ストームズ／まきこむ嵐F無限回
攻撃：近接・1（このエレメンタルを見ることができないクリーチャー1体）；
＋4対“反応”
ヒット：2d6＋4ダメージ。このエレメンタルがクリーチャーをつかんでいない
なら、
目標をつかむ
（脱出難易度12）。このつかみが終了するまで、
目標は
継続的ダメージ5を受け、かつこのエレメンタルにヒットした近接攻撃および
遠隔攻撃は、つかまれている目標にも半減ダメージを与える。
技能：〈隠密〉＋8
【筋】16（＋3）
【敏】17（＋3）
【判】11（±0）
【耐】11（±0）
【知】5（−3）
【魅】8（−1）
属性：無属性
言語：始原語を理解する

オーク
レベル 3 兵士役
中型・自然・人型
XP150
hp：50；重傷値：25
イニシアチブ：＋5
AC19；頑健17、反応15、意志13
〈知覚〉
＋1
移動速度：6（突撃時は8）
夜目
標準アクション
m グレートアックス（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d12＋4ダメージ、突撃時には1d12＋9。
R ショートボウ（［武器］）
F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋4ダメージ。
C ハッキング・フレンジー／切り刻む狂乱（［武器］）
F再チャージ 5 6
攻撃：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内の敵すべて）；＋6対AC
ヒット：1d12＋4ダメージ、
目標はこのオークの次ターン終了時までマークさ
れる。
効果：このオークは次の自ターン開始時まで戦術的優位を与える。
トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れF遭遇毎
トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。
【筋】18（＋5）
【敏】14（＋3）
【判】10（＋1）
【耐】18（＋5）
【知】8（±0）
【魅】9（±0）
属性：混沌にして悪
言語：共通語、巨人語
装備：スタデッド・レザー、グレートアックス、ショートボウ、アロー20本
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オークの略奪兵
レベル 5 遊撃役
中型・自然・人型
XP200
hp：63；重傷値：31
イニシアチブ：＋7
AC19；頑健18、
反応18、
意志16
〈知覚〉＋3
移動速度：6（突撃時は8）
夜目
特徴
チャージング・モビリティ／機動突撃
突撃の間、このオークはすべての防御値に＋4ボーナスを得る。
標準アクション
m バトルアックス
（
［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d10＋8ダメージ。
効果：攻撃の後、このオークは1マスシフトできる。
R ジャヴェリン
（
［武器］
）
F無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ、このオークは目標を1マス押しやることができる。
トリガー型のアクション
M ブラッドクレイズド・チャージ／血に飢えた突撃F遭遇毎
トリガー：このオークが敵にヒットを与えた。
効果（フリー・アクション）：このオークは任意の敵1体に突撃する。
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れF遭遇毎
トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。
【筋】18（＋6）
【敏】17（＋5）
【判】13（＋3）
【耐】15（＋4）
【知】8（＋1）
【魅】8（＋1）
属性：混沌にして悪
言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、バトルアックス、ジャヴェリン4本

クアジット
レベル 3 奇襲役
超小型・元素・人型（デーモン）
XP150
hp：40；重傷値：20
イニシアチブ：＋8
AC17；頑健13、
反応17、
意志15
〈知覚〉＋8
移動速度：4、
飛行6
暗視
標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
攻撃：近接・0（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。ただし、攻撃の際にこのクアジットが不可視だった
場合は1d6＋10ダメージ。
ヴァニッシュ／姿消し
（
［幻］
）
F無限回
効果：このクアジットは、次の自分のターンが終了するか、
攻撃を行なってヒッ
トまたはミスするまでの間、
不可視になる。
技能：
〈隠密〉
＋9、
〈はったり〉＋9、
〈魔法学〉＋9
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】14（＋3）
【耐】16（＋4）
【知】16（＋4）
【魅】16（＋4）
属性：悪
言語：共通語、始原語

屈強なならず者
レベル 2 暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
XP125
hp：42；重傷値：21
イニシアチブ：＋1
AC14；頑健15、
反応13、
意志14
〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
サグ・タクティクス／ならず者のやりくち
このならず者から5マス以内に他の“屈強なならず者”がいる限り、このならず
者はダメージ・ロールに＋4パワー・ボーナスを得る。
m ショート・ソード
（
［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d6＋3ダメージ。
r クロスボウ
（
［武器］
）
F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d8＋1ダメージ。
【筋】14（＋3）
【敏】11（＋1）
【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）
【知】9（±0）
【魅】13（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ショート・ソード、クロスボウ、ボルト20本
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クマ族の鬼女
レベル 4 遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
XP175
hp：55；重傷値：27
イニシアチブ：＋8
AC18；頑健15、反応17、意志15
〈知覚〉＋10
移動速度：6
特徴
アデプト・チャージャー／巧みな突撃
この鬼女は突撃を行なった後にも、フリー・アクション以外のアクションを行
なえる。
ベア・トライブ・フラリー／クマ族の疾風
この鬼女は重傷の間、移動速度に＋2パワー・ボーナス、機会攻撃に対する
すべての防御値に＋4パワー・ボーナスを得る。
標準アクション
m ショート・ソード（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ。突撃の一部として行なった場合は3d6＋4ダメージ。
r ジャヴェリン（［武器］）
F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ。
M フューリアス・ストライク／怒涛の連撃（［武器］）
F再チャージ：このパ
ワーがすべての目標に対してミスした時
攻撃：近接・1（クリーチャー1体または2体）；＋7対“頑健”
ヒット：1d6＋5ダメージおよび継続的ダメージ5（セーヴ・終了）。
トリガー型のアクション
ワイルド・インスティンクト／野性の本能F無限回
トリガー：敵がこの鬼女を挟撃するマスで移動を終了した。
効果（即応・対応）：この鬼女は2マスまでのシフトを行なう。
技能：〈運動〉＋9、
〈隠密〉＋11
【筋】14（＋4）
【敏】18（＋6）
【判】17（＋5）
【耐】15（＋4）
【知】10（＋2）
【魅】10（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ショート・ソード×2、ジャヴェリン×2

クマ族の戦士
レベル 3 兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン
XP150
hp：49；重傷値：24
イニシアチブ：＋5
AC19；頑健17、反応14、意志14
〈知覚〉＋3
移動速度：6
標準アクション
m ロングスピア（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋6ダメージ。
効果：目標はこの戦士の次のターンの終了時までマークされた状態になる。
R ベア・トゥース・アロー／熊牙の矢（［武器］）
F再チャージ：初めて重
傷になった時
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：2d6＋5ダメージ、
目標は目標自身の次のターンの終了時まで動けな
い状態になる。
ミス：半減ダメージ、
目標は目標自身の次のターンの終了時まで減速状態に
なる。
トリガー型のアクション
M スピア・ジャブ／槍で一突き（［武器］）
F無限回
トリガー：この戦士に隣接しており、かつこの戦士にマークされている敵がシ
フトした。
効果（機会アクション）：この戦士はトリガーを発生させた敵にロングスピア
を使用する。
技能：〈運動〉＋9
【筋】16（＋4）
【敏】14（＋3）
【判】14（＋3）
【耐】17（＋4）
【知】8（±0）
【魅】10（＋1）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ハイド・アーマー、ロングスピア、ショートボウ、アロー20本

クマ族のまじない師
レベル 5 制御役
中型・自然・人型、ヒューマン
XP200
hp：52；重傷値：26
イニシアチブ：＋5
AC19；頑健15、
反応17、
意志19
〈知覚〉＋11
移動速度：6
標準アクション
m ロングスピア
（
［武器］）
F無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d10＋8ダメージ、
目標は目標自身の次のターンの終了時まで減速
状態になる。
R ファントム・ファングズ／幻牙
（［精神］、
［装具］）
F無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋8対“意志”
ヒット：2d8＋4［精神］
ダメージ、
目標は目標自身の次のターンの終了時まで
動けない状態になる。
ミス：目標は目標自身の次のターンの終了時まで減速状態になる。
マイナー・アクション
C コンカッシヴ・ロアー／衝撃の咆哮F遭遇毎
攻撃：近接範囲・噴射3（噴射内の敵すべて）；＋8対“意志”
ヒット：このまじない師は目標を3マスまで押しやる。目標は動けない状態に
なる
（セーヴ・終了）。
ミス：このまじない師は目標を1マス押しやることができる。
技能：
〈自然〉
＋11、
〈宗教〉＋9、
〈治療〉＋11
【筋】13（＋3）
【敏】17（＋5）
【判】18（＋6）
【耐】12（＋3）
【知】15（＋4）
【魅】14（＋4）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ハイド・アーマー、ロングスピア、
トーテム

クラグ・キャット
レベル 3 兵士役
大型・自然・野獣
XP150
hp：49；重傷値：24
イニシアチブ：＋7
AC19；頑健17、
反応16、
意志15
〈知覚〉＋8
移動速度：8、
登攀4
夜目
標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC。このキャットがクリーチャー
をつかんでいるなら、他のクリーチャーにこの攻撃を行なうことはできない。
ヒット：2d6＋4ダメージ、
目標をつかむ
（脱出難易度15）。
M パンクチュアリング・ファングズ／突き刺す牙F無限回
効果：近接・1（このキャットにつかまれているクリーチャー1体）
。目標は
2d6ダメージおよび継続的ダメージ5を受ける
（セーヴ・終了）。
技能：〈運動〉
＋10、
〈隠密〉＋10、
〈軽業〉＋10
【筋】18（＋5）
【敏】19（＋5）
【判】15（＋3）
【耐】17（＋4）
【知】2（−3）
【魅】11（＋1）
属性：無属性
言語：――

グリーン・スライム
レベル 4 奇襲役
中型・自然・野獣（ウーズ、無視覚）
XP175
hp：47；重傷値：23
イニシアチブ：＋9
AC18；頑健17、反応17、意志14
〈知覚〉
＋2
移動速度：4、登攀4
擬似視覚10
完全耐性：［凝視］効果、盲目状態；抵抗：［酸］5；脆弱性：［火］5、
［光輝］
5
特徴
ウーズ／粘体
“無理矢理入り込む”際、グリーン・スライムは以下の利益を得る：（1）
移動
速度の半分ではなく、通常の移動速度で移動する。（2）攻撃ロールに−5の
ペナルティを受けない。（3）“無理矢理入り込んでいる”ことにより戦術的優
位を与えない。
標準アクション
m スラム／叩きつけ（［酸］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：5の
［酸］
ダメージおよび継続的［酸］
ダメージ5（セーヴ・終了）
。
M エンガルフ／包み込み（［酸］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：1d6＋3［酸］
ダメージ、さらにこのスライムは目標をつかむ
（脱出難易
度18）。目標はこのつかみから脱出するまで継続的［酸］
ダメージ10を受け
る。このスライムにヒットした攻撃は、このスライムに半減ダメージを与え、つ
かまれているクリーチャー1体に対して半減ダメージを与える。
技能：〈隠密〉＋10
【筋】11（＋2）
【敏】16（＋5）
【判】11（＋2）
【耐】17（＋5）
【知】1（−3）
【魅】1（−3）
属性：無属性
言語：――

氷の魔女の分身
レベル 5 精鋭 制御役
中型・自然・自律体
XP400
hp：126；重傷値：63
イニシアチブ：＋4
AC19；頑健17、反応18、意志18
〈知覚〉＋5
移動速度：6（氷渡り）
完全耐性：［冷気］
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
O フリージング・オーラ／氷結のオーラFオーラ3
このオーラ内の水は即座に凍って氷になる。氷の魔女の分身はこれによって
生じた氷の上を渡ることができるが、他のクリーチャーが同じことをしようとす
ると氷が融ける。
アニマル・エンパシー／動物共感
氷の魔女の分身が“野獣”を攻撃しない限り、“野獣”は氷の魔女の分身を攻
撃しない。
標準アクション
m r アイス・スピア／氷の槍（［冷気］）
F無限回
攻撃：近接・1または遠隔・10（クリーチャー1体または2体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋5の
［冷気］
ダメージ、
目標を2マスまで押しやる。目標は減速
状態になる
（セーヴ・終了）。
効果：氷の魔女の分身が氷の槍を持っていないなら、新たな槍が作り出され
る。
C アイシー・ブラスト／氷噴射（［区域］、
［冷気］）
F再チャージ 5 6
攻撃：近接範囲・噴射3（噴射内のクリーチャーすべて）；＋8対“頑健”
ヒット：2d12＋5［冷気］
ダメージ、
目標は伏せ状態になる。
ミス：半減ダメージ。
効果：噴射の範囲内に氷の魔女の分身の次のターンの終了時まで持続する
区域が作り出される。この区域内の地面は、氷渡りを持たないクリーチャー
にとって移動困難な地形である。
維持・マイナー：この区域は氷の魔女の分身の次のターンの終了時まで持
続する。
技能：〈自然〉＋10、
〈魔法学〉＋10
【筋】14（＋4）
【敏】15（＋4）
【判】16（＋5）
【耐】15（＋4）
【知】17（＋5）
【魅】12（＋3）
属性：悪
言語：共通語
装備：氷の鎧
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氷の魔女ヘドラン
レベル 5 単独 制御役
中型・自然・人型、ヒューマン
XP1,000
hp：252；重傷値：126
イニシアチブ：＋4
AC19；頑健17、
反応18、
意志18
〈知覚〉＋10
移動速度：6（氷渡り）
完全耐性：
［冷気］
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント：2
特徴
O フリージング・オーラ／氷結のオーラFオーラ3
このオーラ内の水は即座に凍って氷になる。ヘドランはこれによって生じた氷
の上を渡ることができるが、他のクリーチャーが同じことをしようとすると氷が
融ける。
O ブラッド・アイス／血染めの氷Fオーラ3
（1）
ヘドランが重傷であるか、
（2）
ヘドランがアクションを行なえない状況であ
り、かつ彼女のhpが1以上であるなら、このオーラ内の地面は移動困難な地
形であり、このオーラ内でターンを開始した敵は10の
［死霊］
かつ
［冷気］
ダメ
ージを受ける。ヘドランが重傷であり、かつアクションを行なえない状況なら
ば、このダメージは15になる。
アニマル・エンパシー／動物共感
ヘドランが“野獣”を攻撃しない限り、“野獣”はヘドランを攻撃しない。
標準アクション
m r アイス・スピア／氷の槍
（［冷気］）
F無限回
攻撃：近接・1または遠隔・10（クリーチャー1体または2体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋5の
［冷気］
ダメージ、ヘドランは目標を2マスまで押しやる。目
標は減速状態になる
（セーヴ・終了）。
効果：ヘドランが氷の槍を持っていないなら、
新たな槍が作り出される。
r スノー・ブラインドネス／雪盲
（［光輝］、
［冷気］）
F無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体または2体）；＋8対“頑健”
ヒット：2d6＋5の
［光輝］
かつ
［冷気］
ダメージ。目標は目標自身から3マス以
上離れたものを見ることができなくなる
（セーヴ・終了）。
チョウズン・アクション／選ばれし者のアクションF無限回
効果：ヘドランは2回の基礎攻撃を行なう。
C アイシー・ブラスト／氷噴射
（［区域］、
［冷気］）
F再チャージ 5 6
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射内のクリーチャーすべて）；＋8対“頑健”
ヒット：2d12＋5［冷気］
ダメージ、
目標は伏せ状態になる。
ミス：半減ダメージ。
効果：噴射の範囲内にヘドランの次のターンの終了時まで持続する区域が
作り出される。この区域内の地面は、
氷渡りを持たないクリーチャーにとって
移動困難な地形である。
維持・マイナー：この区域はヘドランの次のターンの終了時まで持続する。
技能：
〈交渉〉
＋8、
〈自然〉＋10、
〈はったり〉＋8、
〈魔法学〉＋10
【筋】14（＋4）
【敏】15（＋4）
【判】16（＋5）
【耐】15（＋4）
【知】17（＋5）
【魅】12（＋3）
属性：悪
言語：共通語
装備：氷の鎧
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ゴブリン
レベル 1 遊撃役
小型・自然・人型
XP100
hp：30；重傷値：15
イニシアチブ：＋5
AC15；頑健13、反応14、意志13
〈知覚〉＋2
移動速度：6
夜目
標準アクション
m ショート・ソード（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ
（このゴブリンが目標に対して戦術的優位を得ている
なら2d6＋5）。このゴブリンは1マスのシフトを行なう。
R ダガー（［武器］）
F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d4＋5ダメージ。
移動アクション
デフト・スカリー／すばやい足はこびF無限回
効果：このゴブリンは3マスまでのシフトを行なう。
トリガー型のアクション
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法F無限回
トリガー：このゴブリンに対する近接攻撃がミスする。
効果（即応・対応）：このゴブリンは1マスのシフトを行なう。
技能：〈隠密〉＋8、
〈盗賊〉＋8
【筋】13（＋1）
【敏】17（＋3）
【判】14（＋2）
【耐】14（＋2）
【知】8（−1）
【魅】8（−1）
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン語
装備：レザー・アーマー、ライト・シールド、ショート・ソード、ダガー×2

“ 刺し殺し屋” マレク
レベル 3 精鋭 制御役（指揮）
中型・自然・人型、ホブゴブリン
XP300
hp：94；重傷値：47
イニシアチブ：＋3
AC17；頑健17、反応15、意志15
〈知覚〉＋1
移動速度：6
夜目
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
ビースト・マスターズ・エグゾーテーション／獣使いの叱咤激励
マレクの味方である野獣または魔獣に攻撃がヒットした時、その野獣または
魔獣はマレクに隣接しているなら一時的hp5を得る。
エリート・アクション／精鋭のアクション
マレクは自分の各ターンに2回の標準アクションを行なうことができるが、
同じ
名前のパワーを1ターンに2回使うことはできない。
標準アクション
m ロングソード（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。マレクは1マスのシフトを行なえる。しかるのち、マ
レクに隣接している味方1体が“先ほどまでマレクがいたマス”に入るように1
マスシフトすることができる。この移動がマレクに対する攻撃のトリガーとなっ
た場合、マレクはその攻撃の目標をマレク自身からマレクの味方に変更させ
ることができる。
R ショートボウ（［武器］）
F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ、
目標はマレクの次のターンの開始時まで戦術的優
位を与える。
M ウォー・ウィップ／鞭殺法（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d4＋5ダメージ、
目標は伏せ状態になる。
効果：マレクは目標を1マス横滑りさせることができる。
アタック・コマンド／攻撃命令F無限回
効果：近接・1（マレクの味方である野獣または魔獣1体）。目標はフリー・
アクションとして1回の基礎攻撃を行なう。
【筋】19（＋5）
【敏】14（＋3）
【判】10（＋1）
【耐】15（＋3）
【知】10（＋1）
【魅】15（＋3）
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン語
装備：レザー・アーマー、ロングソード、ウィップ、ショートボウ、アロー20本

ジャイアント・スパイダー
レベル 4 遊撃役
中型・自然・野獣（スパイダー）
XP175
hp：52；重傷値：26
イニシアチブ：＋5
AC18；頑健17、
反応16、
意志15
〈知覚〉＋7
移動速度：6、
登攀6（蜘蛛歩き）
振動感知5
抵抗：
［毒］5
<w薄灰>特徴<薄灰>
ウェブ・ウォーク／クモの巣渡り
このスパイダーはクモの巣からなる移動困難地形を無視する。
<w薄灰>標準アクション<薄灰>
m バイト／噛みつき
（
［毒］
）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋3ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
M デス・フロム・アバヴ／頭上からの死F再チャージ 4 5 6
効果：このスパイダーは6マス跳躍する。この移動は機会攻撃を誘発しない。
そして跳躍後にバイトを使用する。ヒットした場合、
目標は倒れて伏せ状態
になる。
<w薄灰>移動アクション<薄灰>
プロディジャス・リープ／超跳躍F遭遇毎
効果：このスパイダーは10マスまでの跳躍を行なう。この移動は機会攻撃を
誘発しない。
技能：
〈運動〉
＋9、
〈隠密〉＋8
【筋】14（＋4）
【敏】12（＋3）
【判】10（＋2）
【耐】12（＋3）
【知】1（−3）
【魅】8（−1）
属性：無属性
言語：――

スケルタル・ホワイト・ドラゴン
レベル 5 精鋭 暴れ役
大型・自然・魔獣（アンデッド、ドラゴン）
XP400
hp：160；重傷値：80
イニシアチブ：＋2
AC17；頑健17、
反応12、
意志11
〈知覚〉＋6
移動速度：4（氷渡り）
暗視
完全耐性：
［毒］
、
［病気］、
［冷気］；抵抗：
［死霊］10、
［冷気］10
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
インスティンクティヴ・ランページ／本能的大暴れ
このドラゴンは
（自分のイニシアチブ判定結果＋10）
のイニシアチブにおい
て、1回のフリー・アクションとして、
自分の移動速度までの移動を行なえる。
この移動の間、このドラゴンは敵の接敵面を通過することが可能であり、ま
たすべてのダメージに対する抵抗5を有する。この移動中に敵の接敵面に
入るたび、その敵の接敵面に入るのがこの移動中で初めてならば、その敵に
対してクローを使用できる。この攻撃がヒットした敵は
（通常の効果に加え
て）
伏せ状態になる。
このドラゴンが自分を支配状態または朦朧状態にしている効果のせいでこ
の移動のためのフリー・アクションを行なえない場合、この移動を行なう代
わりに、その効果が終了する。
標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：3d10＋6ダメージ。
M クロー／爪F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体または2体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ。
【筋】18（＋6）
【敏】11（＋2）
【判】9（＋1）
【耐】20（＋7）
【知】1（−3）
【魅】1（−3）
属性：混沌にして悪
言語：共通語、竜語

ゾンビ
レベル 1 暴れ役
中型・自然・自律体（アンデッド）
XP100
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。さらに、このゾンビはゾンビ・フォーティテュードの1d20ロー
ルに−5ペナルティを受ける。
標準アクション
m スラム／叩きつけF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、
目標をつかむ
（脱出難易度12）。クリーチャーを
つかんでいる間、このゾンビはそれ以外のクリーチャーにスラムを使用でき
ないが、つかんでいるクリーチャーに対してはダメージ・ロールに＋4ボーナ
スを得る。
トリガー型アクション
ゾンビ・フォーティテュード／ゾンビのしぶとさF遭遇毎
トリガー：このゾンビのhpが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までしか減らない。
【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：――

ダヴリク・フェイン
レベル 3 精鋭 制御役（指揮）
中型・自然・人型、ヒューマン
XP300
hp：92；重傷値：46
イニシアチブ：＋2
AC17；頑健14、反応14、意志16
〈知覚〉＋5
移動速度：6
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
標準アクション
m メイス（［恐怖］、
［武器］、
［冷気］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋2ダメージ。目標は継続的［冷気］
ダメージ5を受ける
（セーヴ・
終了）。ダヴリクは目標を2マスまで横滑りさせる。
A アイシー・テンドリルズ／氷の触手（［冷気］）
F無限回
攻撃：遠隔範囲・爆発1・10マス以内（爆発内のクリーチャーすべて）
；＋
6対“反応”
ヒット：1d6＋5［冷気］
ダメージ。目標はダヴリクの次のターンの終了時まで
幻惑状態になる。
マイナー・アクション
R チリング・ワーズ／凍てつく言葉（［魅了］）
F再チャージ 5 6
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋6対“意志”
ヒット：目標は次の自分のターンに標準アクションを行なうことができない。
ダーク・インペラティヴ／昏き命令（［冷気］）
F再チャージ：初めて重傷に
なった時
効果：近接範囲・爆発5（爆発内の味方1体）。ダヴリクは目標を3マスまで
横滑りさせ、
目標は一時的hp10を得る。目標の一時的hpがすべて失われる
まで、
目標の近接攻撃は3の追加［冷気］
ダメージを与える。
技能：〈宗教〉＋8、
〈魔法学〉＋8
【筋】13（＋2）
【敏】12（＋2）
【判】18（＋5）
【耐】14（＋3）
【知】15（＋3）
【魅】13（＋2）
属性：悪
言語：共通語
装備：チェインメイル、シールド、メイス
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ドワーフの戦士
レベル 1 兵士役
中型・自然・人型、ドワーフ
XP100
hp：33；重傷値：16
イニシアチブ：＋3
AC17；頑健15、
反応13、
意志15
〈知覚〉＋8
移動速度：5
夜目
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
このドワーフが引き寄せられるか、押しやられるか、横滑りさせられる際には常
に、その強制移動の距離を元の効果に書かれているよりも1マス少なくするこ
とができる。
ステディ・フッテッド／揺るがぬ足元
このドワーフは攻撃によって伏せ状態にされそうな時、伏せ状態を回避するた
めのセーヴィング・スローを行なうことができる。
標準アクション
m バトルアックス
（
［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d10＋3ダメージ。このドワーフは目標を1マス押しやることができる。
その後、このドワーフは“それまで目標がいたマス”に入るように1マスのシフト
を行なえる。
R スローイング・ハンマー
（［武器］）
F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ。このドワーフは次の自分のターンの終了時まで目
標をマークする。
M R ダブル・ハンマー・ストライク／鉄鎚の連撃
（［武器］）
F再チャージ
456
効果：このドワーフはバトルアックスを使用し、
次いでスローイング・ハンマ
ーを使用する。その際のスローイング・ハンマーの使用は機会攻撃を誘
発しない。
【筋】16（＋3）
【敏】12（＋1）
【判】17（＋3）
【耐】17（＋3）
【知】10（±0）
【魅】10（±0）
属性：無属性
言語：共通語、
ドワーフ語
装備：チェインメイル、ヘヴィ・シールド、バトルアックス、スローイング・ハンマ
ー×4

ならず者
レベル 2 雑魚 暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
XP31
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：＋1
AC14；頑健14、
反応13、
意志14
〈知覚〉＋2
移動速度：6
標準アクション
m r ダガー
（
［武器］
）
F無限回
攻撃：近接・1または遠隔5／10（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：6ダメージ。
【筋】11（＋1）
【敏】10（＋1）
【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）
【知】10（＋1）
【魅】10（＋1）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ダガー
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人間の一般人
レベル 2 雑魚 兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン
XP31
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
イニシアチブ：＋3
AC15；頑健13、反応11、意志11
〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
モブ・ルール／数だのみ
この一般人から5マス以内に他の一般人がいる限り、この一般人はすべての
防御値に＋2パワー・ボーナスを得る。
標準アクション
m クラブ（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：5ダメージ。
【筋】14（＋3）
【敏】11（＋1）
【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）
【知】9（±0）
【魅】13（＋3）
属性：無属性
言語：共通語
装備：クラブ

人間の戦士
レベル 3 兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン
XP150
hp：47；重傷値：23
イニシアチブ：＋5
AC19；頑健16、反応15、意志14
〈知覚〉
＋6
移動速度：5
標準アクション
m ロングソード（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ、
目標はこの戦士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（［武器］）
F再チャージ 5 6
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d10＋5ダメージ、
目標は倒れて伏せ状態になる。
トリガー型のアクション
M インターシーディング・ストライク／割込打撃（［武器］）
F無限回
トリガー：この戦士に隣接しているクリーチャーが、この戦士を目標に含まな
い攻撃を行なう。
攻撃（即応・割込）：近接・1（トリガーを発生させたクリーチャー）；＋8対
AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。
【筋】16（＋4）
【敏】14（＋3）
【判】11（＋1）
【耐】15（＋3）
【知】10（＋1）
【魅】12（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ハイド・アーマー、ロングソード

人間の戦闘酋長
レベル 5 暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
XP200
hp：77；重傷値：38
イニシアチブ：＋5
AC17；頑健19、反応17、意志15
〈知覚〉＋4
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋7ダメージ。
r ジャヴェリン（［武器］）
F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：3d6＋6ダメージ。
M デアリング・ストライク／大胆不敵な一撃（［武器］）
F再チャージ 5 6
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対“頑健”
ヒット：3d12＋5ダメージ、
目標は伏せ状態になる。クリティカル・ヒットした
場合はさらに継続的ダメージ5（セーヴ・終了）
を与える。
技能：〈運動〉＋11
【筋】18（＋6）
【敏】16（＋5）
【判】14（＋4）
【耐】17（＋5）
【知】8（＋1）
【魅】10（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ハイド・アーマー、ロングソード、ジャヴェリン3本

人間の盗賊
レベル 5 奇襲役
中型・自然・人型、ヒューマン
XP200
hp：49；重傷値：24
イニシアチブ：＋11
AC19；頑健16、
反応19、
意志16
〈知覚〉＋9
移動速度：6
標準アクション
m ショート・ソード
（
［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ。
M ギャロット／首絞め縄
（［武器］）
F無限回
必要条件：この盗賊がクリーチャーをつかんでいないこと。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：この盗賊の次のターンの終了時まで、
目標はつかまれる
（脱出難易度
22）
。このつかみが終了するまで、この盗賊は良好な遮蔽を有し、この盗賊
も目標も押しやり、
引き寄せ、
横滑りの作用を受けない。
M アーテリアル・カット／頚動脈切開
（［武器］）
F無限回
効果：近接・1（この盗賊がつかんでいるクリーチャー1体）。目標は2d10
＋5ダメージと継続的ダメージ10（セーヴ・終了）
を受け、このつかみは終了
する。
トリガー型のアクション
M クイック・カット／素早い一刺しF無限回
トリガー：敵がこの盗賊のつかみから脱出した。
効果（即応・割込）：この盗賊はトリガーを発生させた敵にショート・ソード
を使用する。
技能：
〈運動〉
＋9、
〈隠密＋12
【筋】14（＋4）
【敏】20（＋7）
【判】14（＋4）
【耐】13（＋3）
【知】10（＋2）
【魅】6（±0）
属性：悪
言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、ギャロット

バエリク・ハンマーストーン
レベル 5 兵士役
中型・自然・人型、ドワーフ
XP200
hp：64；重傷値：32
イニシアチブ：＋4
AC21；頑健18、
反応15、
意志17
〈知覚〉＋4
移動速度：5
夜目
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
バエリクが引き寄せられるか、押しやられるか、横滑りさせられる際には常に、
その強制移動の距離を元の効果に書かれているよりも1マス少なくすること
ができる。
ステディ・フッテッド／揺るがぬ足元
バエリクは攻撃によって伏せ状態にされそうな時、
伏せ状態を回避するための
セーヴィング・スローを行なうことができる。
標準アクション
m ブラック・アイス・モール／黒い氷の鎚
（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d6＋7ダメージ。
R スローイング・ハンマー
（［武器］）
F無限回
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ。
マイナー・アクション
M モール・バッシュ／モールぶちかまし
（［武器］）
F再チャージ 5 6
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対“頑健”
ヒット：2d6＋5ダメージ。目標を伏せ状態にするか、1マス押しやる。
トリガー型のアクション
M スタボーン／頑固な抵抗F無限回
トリガー：敵がバエリクを押しやるか伏せ状態にしようとした。
効果（即応・割込）：バエリクはトリガーを発生させた敵に近接基礎攻撃を
行なう。
【筋】17（＋5）
【敏】10（＋2）
【判】14（＋4）
【耐】16（＋5）
【知】11（＋2）
【魅】12（＋3）
属性：悪
言語：共通語、
ドワーフ語
装備：黒い氷のプレート・アーマー、スローイング・ハンマー×3、黒い氷のモ
ール

ブラウン・ベア
レベル 5 暴れ役
大型・自然・野獣
XP200
hp：80；重傷値：40
イニシアチブ：＋3
AC17；頑健19、反応16、意志16
〈知覚〉＋3
移動速度：8
特徴
ディヴァウア／丸かじり
このベアのターン開始時において、このベアにつかまれているクリーチャーは
1d8＋5ダメージを受ける。
標準アクション
m クロー／爪F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋7ダメージ。
M ベア・グラブ／熊のつかみF再チャージ：初めて重傷になった時
効果：同一の目標にクローを2回使用する。1回でもヒットしたなら、
目標は
伏せ状態になり、このベアが2体以上のクリーチャーをつかんでいない限り目
標はこのベアにつかまれる
（脱出難易度15）。
【筋】20（＋7）
【敏】13（＋3）
【判】13（＋3）
【耐】20（＋7）
【知】2（−2）
【魅】12（＋3）
属性：無属性
言語：――

闇の神官
レベル 1 制御役（指揮）
中型・自然・人型、ヒューマン
XP100
hp：32；重傷値：16
イニシアチブ：＋2
AC15；頑健12、反応13、意志14
〈知覚〉＋1
移動速度：6
標準アクション
m メイス（［武器］）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d6＋6ダメージ。この神官は目標を1マス横滑りさせることができる。
R スリング（［武器］）
F無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d6＋3ダメージ。
R バイティング・ヘクス／痛烈な呪いF再チャージ：5 6
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋4対“意志”
ヒット：目標は自分のターンに移動を行なうと2d6＋6ダメージを受けるように
なる
（セーヴ・終了）。
技能：〈宗教〉＋7
【筋】10（±0）
【敏】15（＋2）
【判】13（＋1）
【耐】14（＋2）
【知】14（＋2）
【魅】14（＋2）
属性：悪
言語：共通語
装備：ローブ、メイス、スリング、スリング・ストーン×20
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ルモアハズの幼生
レベル 4 精鋭 暴れ役
中型・元素・野獣
XP350
hp：128；重傷値：64
イニシアチブ：＋5
AC16；頑健15、
反応16、
意志13
〈知覚〉＋9
移動速度：6、
穴掘り4（トンネル掘り）
夜目
抵抗：
［火］10、
［冷気］10
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
O ブリスタリング・ヒート／焼け付く熱気
（
［火］
）Fオーラ1
このオーラ内でターンを開始したクリーチャーは5［火］
ダメージを受ける。
標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d8＋7ダメージ、
目標をつかむ
（脱出難易度14）。目標をつかんで
いる間、このルモアハズは目標以外に対してバイトを使用することができな
い。このルモアハズにつかまれている、サイズ分類が中型以下のクリーチャ
ーのhpが0以下になった時、このルモアハズはフリー・アクションとしてそのク
リーチャーを丸呑みにすることができる。丸呑みにされたクリーチャーは死亡
する。
C イモレイティング・カラペイス／灼熱の甲鱗
（
［火］
）
F再チャージ 5 6
またはこのルモアハズが自分のターン開始時にクリーチャーをつかんでいた時
攻撃：近接範囲・爆発1（爆発内のクリーチャーすべて）；＋7対“反応”
ヒット：1d8＋3［火］
ダメージ。さらに目標は、このルモアハズに隣接してい
ない場所で自分のターンを終了するまで、
継続的
［火］
ダメージ5を受け続け
る。
【筋】17（＋5）
【敏】16（＋5）
【判】15（＋4）
【耐】14（＋4）
【知】5（−1）
【魅】10（＋2）
属性：無属性
言語：――

ワーラット
レベル 3 遊撃役
中型・自然・人型生物（変身生物）
XP150
hp：37；重傷値：18
イニシアチブ：＋7
AC17；頑健16、
反応14、
意志13
〈知覚〉＋7
移動速度：6、
登攀4（ラット形態または中間形態のみ）
夜目
特徴
リジェネレーション／再生
このワーラットは、
自分のターン開始時にヒット・ポイントが1以上あれば、
5hpを回復する。このワーラットが銀の武器からダメージを受けたなら、この
ワーラットの次のターンには、この再生は機能しない。
標準アクション
m ダガー
（
［武器］
）
F無限回
必要条件：このワーラットはヒューマン形態か中間形態でなければならない。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋6ダメージ
（このワーラットが目標に対して戦術的優位を得てい
たなら、2d6＋6）
。
m バイト／噛みつき
（
［病気］）
F無限回
必要条件：このワーラットはラット形態あるいは中間形態でなければならな
い。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d4＋4ダメージ。このワーラットが目標に対して戦術的優位を得て
いるなら、
加えて継続的ダメージ5（セーヴ・終了）。また、
目標はこの遭遇
の終了時にセーヴィング・スローを行なう。失敗すると目標はワーラットの汚
穢熱
（第1段階）
に感染する。
移動アクション
ラット・スカリー／駆け抜けるネズミF無限回
必要条件：このワーラットはラット形態でなければならない。
効果：このワーラットは移動速度までのシフトを行なう。
マイナー・アクション
チェンジ・シェイプ／形態変化
（［変身］）
F無限回
効果：ワーラットは肉体の形態を変化させ、超小型サイズのラット、中型サイ
ズの特定のヒューマンの姿、または中型サイズの中間形態をとることができ
る。
技能：
〈隠密〉
＋10、
〈はったり〉＋6
【筋】10（＋1）
【敏】18（＋5）
【判】12（＋2）
【耐】15（＋3）
【知】13（＋2）
【魅】11（＋1）
属性：悪
言語：共通語
装備：ダガー
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ワーラットの汚穢熱

レベル 3

病気

この病にかかった者は悪寒と急な発熱を交互に繰り返しながら衰弱していく。
第0段階：目標はこの病気から完治する。
第1段階：第1段階にある間、
目標の回復力使用回数は1減少する。
第2段階：第2段階にある間、
目標の回復力使用回数は1減少し、AC、
頑健、
反
応に−2ペナルティを受ける。
第3段階：第3段階にある間、
目標の回復力はすべて失われ、hpを回復するこ
とができない。また、
目標はAC、頑健、反応に−2ペナルティを受ける。
判定：目標は大休憩の終了時になるたび、第1段階または第2段階にあるなら
〈持久力〉判定を行なう。
8以下：この病気は1段階悪化する。
9〜12：変化なし。
13以上：この病気は1段階好転する。

若いイエティ
レベル 1 兵士役
中型・自然・野獣
XP100
hp：28；重傷値：14
イニシアチブ：＋3
AC17；頑健14、反応13、意志11
〈知覚〉＋5
移動速度：6（氷渡り）、登攀6
夜目
抵抗：［冷気］5
標準アクション
m クロー／爪F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d6＋1ダメージ。
M ツイン・クロー・グラブ／両の爪でつかむF無限回
効果：クローを2回使用する。2回の攻撃が同じ目標にヒットしたなら目標を
つかむ
（脱出難易度12）。
C チャレンジング・ハウル／挑発の咆哮（［雷鳴］）
F再チャージ：このイエ
ティにマークされているクリーチャーがいなくなった時
攻撃：近接範囲・噴射3（噴射内の敵すべて）；＋4対“頑健”
ヒット：1d8＋4の
［雷鳴］
ダメージ、
目標はこのイエティにマークされる
（セー
ヴ・終了）。
【筋】14（＋2）
【敏】13（＋1）
【判】10（±0）
【耐】12（＋1）
【知】9（−1）
【魅】11（±0）
属性：無属性
言語：――

蛮人の諸部族について
以下の文章は、『キャンペーン・ガイド』のレゲド諸部族に関す
る記述を補足するものである。

クマ族

黒い氷はギュンヴァルドの性質の一番悪い部分を激化させ、彼
の欠点を埋め合わせていた長所を雲散霧消させてしまった。彼は
戦いに焦がれ、戦闘に発展しうるあらゆる機会を見逃さない。部
下たちがどれほどの損害を受けようとも、今のギュンヴァルドは
絶対に戦場から退かない。また彼は、自分の部族が氷の魔女のし
もべとなった後も彼の手元に残されたわずかな権力を失うことを
死ぬほど恐れるようになっている。彼は自分を追い落とそうとして

クマ族はレゲドの諸部族中、ヘラジカ族とならぶもう 1 つの大

いるのではないかと自分の部下を疑い、弟のウォルヴィグを疑い、

部族である。このクマ族はオーリルが呼び起こした冬の厳しさに

部族のまじない師ビャーミ・テンガーヴァールドを疑っている。

絶望するあまり、他の部族やテンタウンズの住民たちとの平和を

ビャーミ・テンガーヴァールド

破って、物資を奪うための襲撃を行なうようになった。さらに悪
いことに、この部族は “凍てつく乙女” の信仰に改宗し、氷の魔女

クマ族のまじない師

ヘドランの勢力に加わったのである。

ギュンヴァルド・バランドサン
クマ族の王

これほど力に飢え、権力の座から追い落とされることを恐れて
いるにも関わらず、ギュンヴァルド王がクマ族の真の支配者でな
くなって久しい。部族のまじない師であるビャーミ・テンガーヴァ
ールドは長年に渡って王を操り、戦闘酋長を操り、人望ある部族

ギュンヴァルド・バランドサン王は部族の名前どおり熊のよう

の戦士たちを操って、自分の意向が確実に実行されるよう仕向け

な乱暴者だ。身の丈は 7 フィート（約 210cm）近く、白い髪はぼさ

てきた。しかもギュンヴァルドには、自力で良い考え（本当はビャ

ぼさに伸び、ふさふさした白黄色の顎鬚を蓄えているが、実はま

ーミの考えなのだが）
を思いついたのだと信じ込ませ続けてきた。

だ 35 歳である。瞳は淡い青色で、白い肌はあかぎれが目立つ。

ビャーミはアイスウィンド・デイルで 60 回以上の冬を生き延び

ギュンヴァルド王にはホッキョクグマと取っ組み合いをして勝

てきた、小柄で枯れ木のような男だ。この土地で彼ほど長生きす

ったという噂もあるが、彼自身がその話をしたことはない。彼が

る者はたいへん珍しい。冬の精霊たち、クマ族の祖霊たち、そし

倒した熊こそ、現在の彼の相棒であるハンデルだと言う者もいる。

て凍てつく乙女自身と長年に渡って霊的交わりを持ってきた結果、

いずれにせよ、この伝説は彼の性格や統治の仕方について多くを

彼の華奢で痩せた体の奥には頑健無比の力が秘められている。骨

物語っている。ギュンヴァルドは腕力を好む壮健な男だ。彼は何

の一本一本、血液の一滴一滴にまで冬の力が染み込んだ彼は、あ

よりも力を欲し、力を持つに値しないと感じた者からはその力を

る意味で人間以上の存在である。ビャーミは自分の行動すべてオ

奪い取ろうとする。そして彼から力を奪おうとする者を思いとど

ーリルの意志であると信じきっている――そしてそれは正しい。

まらせるべく、自らの権威をがっちり固めている。クマ族におけ

オーリルが氷の魔女を自らの “選ばれし者” と定めた時、ビャー

る彼の治世は暴力に彩られてきた。彼は王位に挑まんとした者を

ミは即座にそのことを悟り、終末論に近い宗教的熱狂に満たされ

何人も殺害し、長く続いていた同盟を破り、ヘラジカ族およびト

た。ビャーミは信じている。オーリルがヘラジカ族の女を選んだ

ラ族に戦争を吹っかけ、重要な使命をしくじった戦士たちに熊の

のは、かの女神がレゲドの諸部族すべてを支配下に収め、ウルフ

ハンデルをけしかけた。そしてオーリルの恐るべき冬が訪れた今

ガーの時代のように 1 つにまとめ上げようとしているからだと。

では、凍てつく乙女への生け贄として何人もの人間を殺している。

彼は自分と氷の魔女が協力してアイスウィンド・デイルを征服し、

厳しい冬が始まるとクマ族は大打撃を受けた。獣の襲撃によっ
て何人も命を落とし、肉食獣や吹雪のせいでトナカイの数が減っ
たために食料が不足し始める。この部族のまじない師はすぐさま
皆に「オーリルさまの祟りじゃ。冬の女神のお怒りを鎮めねばなら

とざ

永遠の冬の中に鎖すことを夢見ている。

ウォルヴィグ・バランドサン
クマ族の戦闘酋長

ん」ととなえはじめ、ギュンヴァルドもまもなくこれを受け入れざ
るを得なくなった。そして彼の妻アフヤがイエティの餌食となっ

ギュンヴァルド王が氷の魔女の宮殿でクマ族の活動計画を練っ

た時、ついに彼は我慢が出来なくなり、自ら部族を率いて、負傷

ている間、戦闘酋長の肩書きを与えられたのが、ギュンヴァルド

のせいで戦えなかった戦士たちを虐殺する惨たらしい儀式を行な

の弟であるウォルヴィグ・バランドサンだ。彼はこの名誉ある地

った。それ以降、この部族は幸運に恵まれるようになったので、

位を授かったのは戦場での手柄が認められたからだと信じている

今やギュンヴァルド王は氷の魔女に忠誠を誓っている。彼のよう

が、実際にはビャーミがそう望んだからにすぎない。ウォルヴィ

な力に飢えた男にとっては苦々しい話だが、彼は「これはやむをえ

グが格別に操りやすい相手だということをビャーミは知っていた

ない譲歩だ」と自分に言い聞かせている。

のである。

攻撃的な性格と血塗られた治世の歴史をふまえてなお、ギュン

ウォルヴィグは同族の者たちと同様に背が高く色白で、金髪を

ヴァルドは誇り高き戦士と呼べる――少なくとも、ヘドランの塔

長く伸ばしており、髭はない。首筋には戦いで得た真っ赤なミミ

で黒い氷の力に侵されるまではそうだった。彼は自分が参加した

ズ腫れ状の傷痕があり、彼はこれを自分の強さの証拠として誇ら

くないような戦いに自分の戦士たちを送り込もうとはしないし、

しげに見せびらかす。自分の首元を指差しながら「こいつは俺を殺

部下を率いて戦っている時には、勝てなさそうなら部下を退却さ

せなかった。お前も俺は殺せない！」というのが彼の口癖だ。彼自

せる程度の分別はある。彼が好んでテンタウンズや他の部族から

身を除いて、彼の言うことを深刻に受け取る者はめったにいない。

略奪を働いていたのは確かだが、だまし討ちは彼の流儀に反する。

クマ族はビャーミに操られてオーリルと氷の魔女に忠誠を誓う

彼は戦いのスリルが大好きだ。彼の攻撃を防ごうと相手が無駄な

ことになったが、ウォルヴィグは未だに、戦いの最中にはこっそ

あがきをする様子も、彼を楽しませる。

りと戦神テンパスに祈りを捧げる。オーリルへの生け贄として人
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々を野晒しにして凍死させるのは、あるべき戦士の振る舞いでは

町に避難しようとしたが、疑い深い町の人々から拒絶され、やむ

ないと彼は信じており、ビャーミがクマ族を引っ張っていこうと

なくメア・デュアルドン湖の北西の岸辺で野営している。ひっき

する道には密かに嫌悪感を抱いている。だが、彼はまじない師を

りなしに獣に襲われ、トラ族は一人また一人と命を落としてゆく。

恐れ、また兄の怒りを恐れているため、何の行動にも出ようとし

この部族は氷の魔女の怒りとブレメンやロンリーウッドとの間の

ない。

緩衝材になっていたのだが、町の住民たちはそこまで考えが及ば

ウォルヴィグは単純な男であり、好みも単純だ。戦いと美味い

ない。

メシと気の合う仲間がいれば彼は幸せだ。彼はしばしば、人生が

トラ族の長は女性である――これはウルフガーより前の時代に

もっと分かりやすいものであればなあと思う。彼が考える戦士の

は到底ありえなかったことだ。女王の名はフリザ・クレイグマー、

倫理に反するとはいえ、ビャーミとギュンヴァルドの要求に従っ

知恵深く公正な指導者にして凄腕の戦士だが、暴力を好むような

て行動するのが一番分かりやすいのだ。

人物ではない。部族の一部がブレメンの “弱い奴ら” を攻撃してあ

他の弱小部族
ヘラジカ族のヒーフスターグ王の元にレゲドの諸部族が連合し
てテンタウンズに侵攻し、撃退された後、諸部族は大いに消耗し
た。大失敗に終わった襲撃を生き延びた戦士は 50 人しかいなかっ
たと言われている。そして直後に訪れた厳しい冬によって、戦争
に参加しなかった女子供の多くも命を落とした。小さな部族はみ
なヘラジカ族かクマ族に吸収されていき、伝統ある部族の名乗り
こそ保ち続けたものの、強大な 2 つの部族のいずれかの “本物の”一
員と肩を並べて生活し、共に狩を行なうようになっていった。
アカル・ケッセルが起こした戦争の後、部族の人々は一時的に
放浪の暮らしを捨ててテンタウンズに定住した。中でもブレメン
とケアコニグに住みつく者が多かった。しかし、以後数十年の間
に、彼らは徐々に昔の伝統へと帰っていき、レゲドの諸部族は往
時の姿を取り戻した。ヘラジカ族とクマ族を別にすると、ツンド
ラにおいてそれなりの勢力を有しているのはトラ族とオオカミ族
だ。アザラシ族とトナカイ族は一時的に復活したが、再びヘラジ
カ族に吸収されてしまった。
オーリルが恐るべき冬をもたらした結果、規模の劣るトラ族と
オオカミ族は生き延びるのも難しくなった。トラ族はブレメンの

の町を占領しようと唱えた時も、フリザはあくまで外交交渉に頼
り、ブレメンの代表から拒絶された後は平和的に部族を退かせた。
どちらの人々にもありがたいことに、ブレメンの代表ドーバルグ
ラフもフリザと同じく冷静な頭脳を持ち合わせていた。だがトラ
族の多くの者たちは指導者に不満を抱き始め、女王は俺たちが生
き残るための戦争を始めるべきだったとこぼしている。彼女が女
王の座に留まっていられる時間はそう長くないかもしれない。
一方オオカミ族は、アイスウィンド・デイルを出ようとまでは
しないものの、可能な限り南西に移動し、アイアンマスターの町
に近い “世界の背骨” 山脈のふもとに避難した。この部族も獣の襲
撃によって大きな被害を被っているが、ありあわせの材料で砦を
こしらえることによって致命的な損害だけは防ぐことができた。
しかし、彼らは空腹に苛まれて絶望しつつある。氷の魔女の獣た
ちがトナカイなどの獲物を彼らの手の届かない場所に追い立てて
しまったからだ。
今のオオカミ族に王はいない。前の酋長であったハルプスター
グ・ケイリグサンは南方への移住の途中で亡くなり、この苦難の
時にあえて大任を継ごうとする者は誰もいなかったのだ。今のと
ころ、部族のまじない師であるジャッティ・マーリスが事実上の
指導者となっている。

翻訳：塚田与志也
翻訳協力：日本語版翻訳チーム
（桂令夫、岡田伸、楯野恒雪、柳田真坂樹）
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