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ル・シャン・ド・ロニキス～縞瑪瑙の犬
　奇怪なクリーチャーが影の領域から地上に降り立つのは決して目新しいことではない。有史いらい出現は
つづくが、大挙襲来が続く現代とは違い、かつて頻度はずいぶんと低く、したたり落ちる滴のごとくだった。
たまった水玉がまた落ちたのは、1780 年のことであった……。

■パーティ・レベル
　君がゲームマスター（GM）としてこの冒険をとりしきるのなら、『d20
モダン・ロールプレイング・ゲーム』を持っている必要がある。「ル・
シャン・ド・ロニキス～縞瑪瑙の犬」は低レベル・キャラクター向けの

短い入門シナリオだ。対象は1～3レベルのプレイヤー・キャラクター

（PC）で、何人用にでも調整可能だ（1レベル・キャラクターたちは3レ

ベルの場合よりも目に見えて苦しい冒険を強いられるだろうが、各遭遇

に記された案内に従うことで、簡単にパーティの戦力に合わせて難易度

を調整できる）。プレイヤーは何人いても構わない。3～5人が最適だが、

人数は多少前後しても大丈夫だ。

■背景事情
　1780年、ニューローなる年若いエルフのメイジが、18世紀フランス

という奇妙な異世界に迷いこんだ。迷信や見慣れぬ者への恐れに凝り固

まった民との接し方を心得ぬニューローは、身元や種族を隠そうともし

なかった。彼はただちに捕縛され、身ぐるみはがれて、危険至極なる急

進論者としてバスチーユ監獄に投獄される。

　ニューローは入牢したまま、時おり聖職者や興味本位な学者の訪問を

うけるばかりだったが、1789年7月14日、革命で暴徒によりバスチー

ユの門はひらかれる。したたかさを身につけたニューローは、逃げまど

う群衆にまぎれこんた。次の世紀を通じて、彼は幾つもの名前を使い分

け、ヨーロッパからアフリカ、さらにはアジアまでをも遍歴した。どの

土地からも、十年もすれば必ず立ち去った。老いることのない彼の容貌

に、人が疑いの目を向けはじめる前に。

　ニューローは転居するごとに、決まってパリに、あるアイテムを探し

に帰る。かつてフランスの当局に奪われた、魔力をもつ縞瑪瑙（シマメ

ノウ）製の犬の置物だ（『d20モダン』のP.344にあるジェイド・クロ
コダイルとよく似たアイテム）。
　ニューローが八方手を尽くして調べあげたのは、縞瑪瑙製の犬がたち

まちルーアン公の手にわたり、公爵はその研究に生涯の大半を捧げたと

いうことだった。犬の置物のことを深く知った公爵は、短い手記を書き

の こ す。『Le Chien de l’Onyx-Sa Fonction et Son Origine 

Mysterieuses』（縞瑪瑙の犬～その不可思議なる由来と効能）と題され

た冊子は、ごく小部数が印刷されただけで、現存するものは数えるほど

だという。

　ニューローは最近の調査により、マンハッタン（あるいはPCたちの

地元のどの都市でもよい）在住のヴィンセント・ラストロードなる者が、

縞瑪瑙の犬と小冊子1部を別々のオークションで買い取ったことを知っ

た。ついに確証を得た彼は、財産を取りもどすべく動きはじめた。

■概要
　PCたちは、肝心な場所にまずい時に居合わせたために、冒険に引き

こまれる。

　縞瑪瑙の犬に興味を抱いたのはラストロード1人ではなかった。小冊

子はラストロードに届けられる途上でライバルにより強奪された。PC

たちは、ラストロード配下のごろつきどもが小冊子を取りもどそうとす

る場面に居合わせてしまう。その結果、PC一行は小冊子を入手し、ニュー

ローと知り合うことになるだろう。

　冒険の後半で、PC一行は犬の置物をめぐってラストロードと対決し、

やつの子分らと戦い、終局的にはニューローが魔法の犬を取りもどす手

助けをする。

■導入
　キャラクターたちを冒険に巻きこむのには、幾つかの方法が考えられる。

・一行がブランチド・エスカルゴでランチをとっているところに、ラス

トロードの手下どもが押し入ってくる。

・一行は税関職員か警察官、ないし調査機関の職員など、ブランチド・

エスカルゴと密輸団の関係をつかめる立場にいる。

・一行は挙動不審なごろつきたちを目撃し、虫の報せで食堂まで後をつ

ける。

・ごろつきたちが食堂に押し入った時、一行は配達でその場に居合わせた。

　複数の要素を自由に混ぜ合わせてよい。全員が同じ理由で現場にいる

必要もないだろう。

■シーン1：ブランチド・エスカルゴ
　GMがどんな理由を選んだにせよ、PCたちは全員、ブランチド・エ

スカルゴに居合わせる。かつては流行の先端にいたが、いまやうらぶれ

た食堂である。昼どきの混雑がおさまった今、PCたちの他に店内にい

るのは、カウンターの奥に立つ無気力なウェイターと、厨房のシェフ、

そして2人か3人の単独客だけだ。

　3人の大柄でたくましいならず者が、ロングコートにカウボーイ・

ハットで食堂に入ってくる（バグベアが、大柄な人間の扮装で人目をご

まかそうとしているのだ。〈視認〉とバグベアたちの【魅力】との対抗判

定に成功すると、3人がありふれた乱暴者ではないことが分かる）。3人

はウェイターを無視してわき目もふらずに、店の奥にある“従業員専用”

のドアへと突進する。ごろつきどもがドアの奥へ姿を消すと、シェフが
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厨房から顔をつきだし、ウェイターは肩をすくめ、それきり店内はまた

日常の空気につつまれる。

　しばらくすると、1発の銃声を皮切りに、ピストルやマシンピストル

の盛大な射撃音が2～3秒つづく。物が砕け、人が叫び、拳で打つよう

な鈍い音につづいて、ごろつきの1人がドアの向こうから、文字通り弾

き飛ばされてくる。コート前面の複数の弾痕から血がどくどくと流れだ

し、帽子が脱げたために毛皮におおわれた野蛮な顔がむきだしになり、

とがった耳の片方は、銃弾でほぼ吹き飛ばされている。ここでパーティ

が何もしないのなら、バグベアは一目散に店の正面に向かい、ドアから

逃げ出す。誰かがつかみかかったり、攻撃しようとした場合、バグベア

はその場で倒れ、傷がもとで死亡する。

　従業員専用ドアは砕けてささくれ、奥の混乱をありありと物語る。そ

こでは侵入者の残り2名が床に大の字に倒れている。全身に弾痕。どろ

どろした血が流れでた血だまりが少しずつ面積を広げて、汚れたリノリ

ウムの床を隠していく。3つめの死体は人間で、血の染みこんだシャツ

を着て、奥の壁にもたれかかっている。マシンピストルのMACイン

グラムM10を手に握ったままで。数十個の空薬莢が、床に散乱していた。

　ウェイターと他の客たちは我先に逃げだした。シェフは厨房にいて、

フランス語で何かしきりに罵っているが、そこから出てこない。パーティ

が店の奥に近づくと、何かが動く音が聞こえてくる。砕けたドアのむこ

うに顔をつきだした最初のキャラクターは、右手の壁面にあるひび割れ

をすり抜けていく、1本の足を目撃する。すぐさま硬質で重々しい音と

ともに、秘密の戸口は閉じ合わさる。

　2体のバグベアと人間は、残らず銃撃により死亡している。M10に

弾は残っていないが、人間の尻ポケットには30発入りの予備弾倉があ

る。バグベアは3体ともコルト・パイソン・リボルバー（銃弾はすべて

撃ちつくしている）を持つが、やつらの太い指でも撃てるようにトリ

ガー・ガードは削りとられ、グリップはダクト・テープを巻きつけて延

長している。バグベアどものポケットを探ると、コルト用の36発の銃

弾と、小銭、フラスコ瓶入りのバーボン、アルジェリア産の安物の香辛

料入り煙草10箱ほどが見つかる。

　PC一行が室内をざっと探り終える頃、シェフが厨房からやってきて

警察に電話をした、取調べの現場に居合わせたくはないのでは、と告げる。

■シーン2 ：迷宮
　キャラクターたちは、冒険に引きこまれたいきさつ次第で、ブランチ

ド・エスカルゴが市内の密輸団とつながっていることを知っていること

も、知らないこともありえる。密輸団は、食堂の地下にある文字どおり

の迷宮に潜伏しているのだ。

　部屋の壁面にある隠し扉は、キャラクターの少なくとも1人がはっき

り目撃していることから、難なく見つけだせる（〈捜索〉判定、難易度

14）。掛け金は、ニセのコンセントの内部に隠されている。ここでパー

ティが隠し扉をひらいて奥へ抜けることに乗り気でないようなら、「警

察が床の死体を見つけたなら、君たちはどう甘く見積もっても数時間は

質問攻めで帰してもらえないよ」とやんわり釘を刺すようにしよう。パ

トカー数台のサイレンが聞こえ、音が近づいてくると伝えて、パーティ

を急きたてよう。一行が警察と顔を合わせた場合でも、後から店に戻っ

て秘密の通路を調べることはできるが、ストーリーが中断したり、当局

にかかずらったりするのは避けるに越したことはない。

　隠し扉をぬけると、暗闇の狭い通路が、ニセの壁と本当の外壁との間

にのびている。ほんの数ヤードほど進むと、床面がぽっかりひらいて、

狭い階段が急角度でくだっている（マップを参照のこと）。

　階段はうねうねと曲りつつ長々と下り、幾たびかの踊り場で急激に折

れて他の地下構造物を回避してすすむ。段がつきて梯子になっていると

ころすらある。ほの暗い、モーションセンサー式の電灯が通路の所々に

ある。キャラクター一行が通りがかると電灯がつき、遠ざかると消える。

電線は壁に沿わせてぞんざいに留めてあり、たやすく切断可能だが、そ

うしたならトンネルは真っ暗闇となってしまう。

　階段は踊り場を区切りに8つの区画に分かれている。各区画で1d6を

ロールすること。1の目が出たなら、その区画は照明の作動不良で、危

険な暗闇につつまれている。PC一行が真っ暗な区画を通るのなら（電

灯が割れていたり、何者かが電源を落としたりした状況で、他の光源を

持っていない場合）、各人に〈平衡感覚〉判定（難易度5）を行わせること。

判定に失敗した者は段を踏みはずし、次の踊り場まで転げ落ちて、1d3

ポイントのダメージを被る。当該キャラクターよりも低い位置にいた者

はすべて巻き添えをくい、同量のダメージを被る。

　そんなこんなで、少なくとも100フィートを下った果てに、階段は鉄

扉に行き当たる。

1.鉄扉
　扉は埃じみて錆びが浮き、黒々とした表面を水滴がきらりと光り伝い

流れる。扉は施錠されていないが、ちょうつがいは固着しておりぎしぎ

し軋む。

2.トンネル
　鉄扉の奥には老朽化の著しい連絡トンネルがのびている。煉瓦壁に

アーチ型の天井で、高さは7フィートほどある。扉をひらくと、モーショ

ンセンサー式の明かりが点灯する。電灯はこの迷宮にも不規則な間隔で

設置されており、ほの暗く灯るばかりだが用途には足りる。迷宮内の給

電は階段とは別系統であり、発電室からしか遮断はできない。滅多やた

らに打ち鳴らすような音楽が、どこかトンネルの先から聞こえてくる。

　PC一行がトンネルの角を曲がる度に、1d10をロールすること。1の

目が出たなら、1人の密輸業者と鉢合わせになる。密輸業者と先頭のキャ

ラクターの間でイニシアチブをロールすること。密輸業者が勝ったなら、

彼は暗がりで身じろぎもせずに立っている。一方PCが勝ったなら、相

手は歩いており電灯に照らされている。いずれにせよ、密輸業者は

Sites M9ピストルで先頭のキャラクターに1発撃つと、最寄の分岐点

まで駆けていき、角を曲がって姿をくらます（密輸業者のデータについ

ては、エリア4を参照）。

3.鉄格子
　重たい鉄格子がここで通路をふさいでいる。トンネルは暗闇のなかへ

のびているが、工業用の切断トーチでもない限り、通り抜けることは不

可能だ。

4.“居住”区画
　トンネルからドアのない開口部を抜けると、むさくるしい部屋だ。白

カビの浮いた寝棚が幾つか並ぶ室内にあるのは、小型冷蔵庫、ホットプ

レート、缶詰と缶入り飲料水の山、ぐらつくテーブルに不揃いの椅子が

6つ、地上通信線をつかうFAX付き電話機。そして大型CDラジカセ

の脇には、引っかき傷のついたヒップホップやインダストリアルの海賊

版CDが山と積んである。あまりの大音量に、迷宮内の銃声はこの部屋

までは届かないだろう。部屋への進入路や、T字路でつながる近くの通

路で撃ったのなら話は別だが。部屋に集まった密輸業者の数は、PCの

合計レベルの1/3に相当する。その際端数は切り捨てること（たとえば、

プレイヤー・キャラクターの合計レベルが13レベルだったなら、4人の

密輸業者がその時点でエリア4にたむろしている）。主要通路からでも、

室内をうろつき回る彼らの姿ははっきりと見える。もしもPC一行が進

入路を部屋へ向かわないのなら、密輸業者たちは一行に気づかない。キャ

ラクターが進入路を20フィート進む（中間点を越えた時点）か、誰かが

進入路内かT字路でつながる通路上で銃を発射したなら、密輸業者た

ちは警戒して攻撃をかけてくる。
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密輸業者
（ストロング　オーディナリー1／タフ　オーディナリー1）：
脅威度1；中型サイズの人間；HD1d8+2および1d10+2；hp14；

限界15；イニシアチブ+1；移動速度30フィート；防御力13、接触

13、立ちすくみ12（+1【敏】、+2クラス）；基本攻撃ボーナス+1；

組みつき+3；攻撃+4近接（1d6+2非致傷、素手打撃）、または+3

近接（1d4+2／ 19～20、ナイフ）、または+2遠隔（2d6、Si tes 

M9ピストル）；接敵面5フィート×5フィート；間合い5フィート；

忠誠　いずれも可；セーヴ　頑健+4、反応+1、意志±0；AP0；

名声±0；【筋】14、【敏】13、【耐】15、【知】12、【判】10、【魅】8

技能：〈威圧〉+3、〈運転〉+5、〈英語会話〉、〈英語の読み書き〉、〈修理〉
+2、〈職能〉+4、〈水泳〉+3、〈製作：機械〉+5、〈知識：ストリー

トワイズ〉+2、〈知識：大衆文化〉+2

特技：《拳打》、《個人用小火器習熟》、《単純武器習熟》
所持品：Sites M9ピストルと弾薬。

5.発電機室
　ガソリン燃料式の発電機が作りだす電気が、地下迷宮内の照明、換気

装置、電化製品をまかなっている。発電機が止まると、あらゆる部屋も

通路も真っ暗闇につつまれる（そして耳障りな音楽も聞こえなくなる）。

ものの1分ほどで、2人の密輸業者が懐中電灯を持って調べにやってく

る。55ガロン入りのドラム缶に半分ほど残ったガソリンが、発電機に

燃料を供給している。室内には壊れた椅子や、ズタズタに裂かれたマッ

トレス、そしてガラクタや物の破片が散乱している。また、大型の工具

箱1つ（大きなボルト・カッターと、比較的欠品の少ない工具セットが

入っている）に、追加の備蓄品̶̶缶詰と缶入り飲料水̶̶もある。室内

は臭く、悪臭はエリア6から漂ってくるように思える。

6.トイレ
　密輸業者たちがトイレに使っている部屋で、床面にぽっかりあいた穴

は暗く、べとべとした汚れがまとわりついて、どこへともなく続いてい

る。悪臭は顔がゆがむほどで、床はぬらぬらしている。必要以上に長く

この部屋にとどまった者は、吐き気がして気分が悪くなる。

7.囚われの男
　うす汚れたビジネス・スーツを着た長髪ブロンドで年齢不詳の男が、

猿轡をされて椅子に縛りつけられている。切り傷や痣があるだけでたい

した怪我はしていないが、脱水症状で衰弱し、ひどくうろたえ、見るも

無残なありさまだ。誰かの付き添いなしには歩くことすらままならない。

きちんとした英語を話すが、フランス語訛りがあり、口数は少ない。コー

トのポケットに企業の身分証明書があり、メッセージェリー・エクスプ

レ・フランセというフランスの宅配便会社に勤めるデラシー・オター
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ジュという男だと分かる。彼は空港でタクシーに乗ったところを拉致さ

れ、ここへ連れてこられて6日間、縛られ放置されていた。実はこの男

こそニューローなのだが、捕まえた連中を含めて、その事実を知る者は

いない。ニューローは、ラストロードあての小冊子を持った配達人に金

を握らせて、届け役になり代わったのだ。ニューローは水と食料を与え

られたなら、少なくとも30分は要するものの、体力と落ち着きをとり

もどす。

8.密輸品保管庫
　この部屋にある金網のケージに、密輸業者らは換金価値のある物を

いっしょくたにおしこめている。鍵はエリア4にいる密輸業者の1人の

ポケットに入っているが、南京錠はピッキング（〈装置無力化〉判定、難

易度21）や、破壊（【筋力】判定、難易度25）、銃で撃つ（自動的に成功）、

エリア5のボルト・カッターで切断する（自動的に成功）などの方法で

もあけることができる。ケージ内にはステレオ装置やコンピュータと付

属機器、携帯電話、革ジャンパーなど各種の盗品が、多くは元の包装の

ままで積み重なっている。その山の上に、光沢のある金属製のブリーフ

ケースが載せてある。デラシー（実はニューロー）はブリーフケースを

見せられたなら、自分のものだと主張しだし、こうして監禁から救い出

し、ブリーフケースまで取りもどしてくれたことに対して、あなた方に

は会社からかなりの謝礼が支払われるだろうと語る。

迷宮からの脱出
　トンネル迷宮からは入ったときと同じ方法で出て行くことができる。

エリア4の密輸業者たちに気づかれないかぎりは、ランダム遭遇の結果

による以外は何者の妨害も受けずにすむ。ただし、食堂の銃撃から少な

くとも4時間がたってからでないと現場検証の警察官たちは帰らないの

で、それまでは出て行くのを待たねばならない（刑事たちの声は、隠し

扉ごしにはっきりと聞き取れる）。

■シーン3 ：
ニューローと縞瑪瑙の犬の置物
　迷宮から出ると、デラシーは驚くほどたちまちに回復する。PC一行

にむかい、「どこか安全で人目にとまらないところへ連れて行ってほし

い。身だしなみを整え、ボスに連絡して状況を説明したいから」と頼ん

でくる。その場所としては、PCの誰かの家で用は足りる。

　身の安全が確保されると、デラシーはブリーフケースをひらいて中味を

見せてくれる。ぶあつい発泡緩衝材の内張りのなかには、封印された手紙

と、『Le Chien de l’Onyx-Sa Fonction et Son Origine Mysterieuses』

と題された古い小冊子があるばかりだ。

　手紙は宛名に「ムッシュー・ラストロード」とあり、取引相手へのた

んなる礼状で、お買い上げの品にご満足いただけたなら幸甚ですという

ような内容が書かれている。

　小冊子ははるかに興味深いものだ。著者はルーアン公（フランス革命

を生き延びた数少ないフランス貴族の1人）で、1802年にパリで出版さ

れている。全文がフランス語で書かれており、フランス語を読めるPC

がいない場合は、ニューローが英語に翻訳してくれる。タイトルは“縞

瑪瑙の犬～その不可思議なる由来と効能”という意味だ。内容は、縞瑪

瑙製の犬の置物の挿絵入りの解説で、ニューローと名乗るきわめて異常

な亜人間から入手した稀石製の物神であるとしている。置物に対して行

なった各種試験についてのつまらない解説が本の大半をしめるが、著者

がニューロー本人に、1789年にバスチーユから脱獄する以前に何度か

行なった面会の模様が、数章にわたって記されている。最終章では、犬

の置物が持つ魔力、それも1週間に6回まで本物の犬に姿を変えて自律

行動が行なえる点が、詳述されている。ただし、犬像がその後どうなっ

たかについては何も記されていない。〈知識：秘術伝承知識〉を持つキャ

ラクターは、この本のことを聞いたことがある可能性がある（難易度

16で耳にしたことがあり、難易度21で、犬の置物の来歴について充分

な知識があるために、この小冊子にはかなりの価値があることが分かる）。

　デラシーはパーティに本を見せたあとで初めて、実はこの私こそ

ニューローなのだと正体を明らかにする。PC一行が影のことをよく知

らないのなら、ひどく驚愕するはめになるだろう。ニューローは、必要

とあれば呪文の1つや2つは実演してみせ、自分が普通の人間とは違う

ことを証明する。その上で、自分がここに来たのは縞瑪瑙の犬を取りも

どすためで、協力してくれるなら報酬は惜しまない（数世紀にわたる蓄

財で、ちょっとした財産を築いたのだ）と申し出る。犬の置物を取りも

どすことによる報酬は、PC各人の財力ボーナスを+1する効果がある。

　ニューローはラストロードと会うために、小冊子を送り届ける機会を

もうけ、犬の置物を取りもどそうとしている。彼は調査の結果、ラスト

ロードがすでに置物の秘密をつきとめ、魔力を起動する方法も知ったこ

とを把握している。さらに、ラストロードはこのところ、“忠実な飼い犬”

を連れずに人前に現れることはないとの報告から、対面の場には必ず犬

を連れてくると確信している。あの犬は私の姿を見たなら、必ずや、本

当の主人であると気づいてくれます。そうニューローは語るのだった。

■シーン4：ラストロード
　会合の予定は翌日、繁華街の見通しのいい公園である。PC一行は事

前に到着して持ち場につかねばならない。デラシー／ニューローは1人

で行くことになっているからだ。

　ラストロードは約束の15分前に、大きな体をして力強く、賢そうな

黒犬をつれてやってくる。ブランチド・エスカルゴで射殺された輩と同

じ扮装をしたバグベア数体が付近をうろついているのが分かる。

　ニューローはきっかり時間どおりに、ブリーフケースを手錠で手首に

とめたなりで現れる。彼がラストロードに歩みよると、黒犬は生気をみ

なぎらせて頭を持ちあげる。まぎれもなく、懐かしい相手にしめす反応

だ。ラストロードは歩いてくる配達人と犬とにめまぐるしく視線を移す。

すぐさま、抜け目なく事情を直感した。ラストロードはすかさず黒犬に

攻撃を命じ、用心棒たちには行動の合図を送った。

　黒犬はニューローを攻撃するが、どちらに従うべきか判断がつかず、

戸惑いをあらわにする。用心棒たちはそうした良心の呵責とは無縁であ

り、PC一行が戦闘に参加するまでは、ためらいもなくニューローを攻

撃する。

　ラストロードの頭は、一刻も早く装甲リムジンに戻ってここから逃げ

出すことで一杯だ。彼がリムジンに戻るまでに、2ラウンドを要する。

　縞瑪瑙の犬はニューローを攻撃する際には、他の一切の修正に加えて

－4のペナルティを被る。犬が攻撃ロールで修正前に1か5の目を出し

た場合、ニューローこそが本当の主人であること（18世紀に彼の元か

ら盗まれたことも）をはっきりと思い出し、完全に彼の支配下に入る。

バグベア：脅威度2；中型サイズの人型生物；HD3d8+3；hp16；
限界13；イニシアチブ+1；移動速度30フィート；防御力14、接触

11、立ちすくみ13（+1【敏】、+3外皮）；基本攻撃ボーナス+2；組

みつき+4；攻撃+4近接（1d3+2、叩きつけ）、または+3遠隔（2d6、

コルト・パイソン、予備の弾薬18発）；接敵面5フィート×5フィート；

間合い5フィート；その他の特殊能力　暗視60フィート、鋭敏嗅覚；

忠誠　混沌、悪；セーヴ　頑健+2、反応+4、意志+1；AP0；名

声±0；【筋】15、【敏】12、【耐】13、【知】10、【判】10、【魅】9

技能：〈隠れ身〉+3、〈聞き耳〉+3、〈ゴブリン語会話〉、〈ゴブリン語
の読み書き〉、〈視認〉+3、〈忍び足〉+6、〈登攀〉+2

特技：《鋭敏感覚》、《個人用小火器習熟》、《単純武器習熟》
所持品：ロングコート、カウボーイハット、コルト・パイソン、弾薬
18発（上述の通り）
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ル・シャン・ド・ロニキス～縞瑪瑙の犬
　ヒーローたちが2レベルであるなら、バグベアの方が2～3体数で優

勢にたつ（それでもPCたちには、ニューローが味方であり、彼の助勢

をしに来たことをバグベアたちに知られていないという2つの強みがあ

る）。ヒーローの大半が3レベルなら、バグベアはPCたちの人数の倍

となる。ヒーローの大半が1レベルなら、バグベアは人数と同数となる。

敵の戦力は君の考えで調整してよい。

ヴィンセント・ラストロード
（タフ　オーディナリー3／カリスマ　オーディナリー3）：
脅威度5；中型サイズの人間；HD3d10+6および3d6+6；hp39；

限界15；イニシアチブ+1；移動速度30フィート；防御力15、接触

14、立ちすくみ14（+1【敏】、+3クラス、+1ライト・アンダーカバー・

シャツ、未習熟）；基本攻撃ボーナス+3；組みつき+4；攻撃+4近

接（1d3+1非致傷、素手打撃）、または+4近接（1d4+1／19～20、

ナイフ）、全力攻撃+4近接（1d3+1非致傷、素手打撃）、または+4

近接（1d4+1／ 19～20、ナイフ）、または+4遠隔（2d6、グロッ

ク17）；接敵面5フィート×5フィート；間合い5フィート；忠誠　

いずれも可；セーヴ　頑健+6、反応+4、意志+1；AP0；名声

+3；【筋】12、【敏】13、【耐】15、【知】10、【判】8、【魅】15

技能：〈威圧〉+5、〈英語会話〉、〈英語の読み書き〉、〈情報収集〉+7、〈知
識：ストリートワイズ〉+7、〈知識：大衆文化〉+5、〈手先の早業〉

+6、〈はったり〉+7、〈フランス語会話〉、〈フランス語の読み書き〉、〈変

装〉+4。

特技：《回避》、《近距離射撃》、《個人用小火器習熟》、《単純武器習熟》、《二
連射》。ラストロードは追い詰められないかぎり戦おうとはしないが、

武装し、アーマーを着用してはいる。

所持品：値の張るスーツ、ダイアモンドを埋めこんだ衛星腕時計、イタ
リア製ショルダー・ホルスターに収めたグロック17、キャラクター

1名の財力ボーナスを+1するに足る現金。戦闘は手下どもに任せよ

うとする。

縞瑪瑙の犬：脅威度1；中型サイズの魔獣；HD2d10+4；hp15；
限界15；イニシアチブ+2；移動速度40フィート；防御力13、接触

12、立ちすくみ11（+2【敏】、+1外皮）；基本攻撃ボーナス+2；組

みつき+4；攻撃+4近接（1d6+3、噛みつき）；接敵面5フィート×

5フィート；間合い5フィート；その他の特殊能力　擬似視覚30

フィート、暗視60フィート、鋭敏嗅覚；忠誠　飼い主；セーヴ　頑

健+5、反応+5、意志+1；AP0；名声±0；【筋】15、【敏】15、【耐】

15、【知】8、【判】12、【魅】6

技能：〈聞き耳〉+6、〈視認〉+6、〈水泳〉+5、〈生存〉+1（《鋭敏嗅覚》
を生かして追跡する場合には+5）、〈跳躍〉+4、〈フランス語会話〉

特技：《追跡》
注：縞瑪瑙の犬は噛みつき攻撃に成功した場合、1回のフリー・アクショ
ンとして相手への足払いを試みることができ（『d20モダン』のP.137
を参照）、その際接触攻撃を行なう必要はなく、また機会攻撃も誘発し

ない。この試みが失敗した場合でも、相手は反射的反応として犬に足

払いをかけることはできない。

　縞瑪瑙の犬は、平常時には縞瑪瑙から削りだされた小さな美しい犬の

置物（高さ1インチ）の姿をしている。だが、地面に放られ、命令の言

葉（Le Chien de l’Onyx̶̶ ル・シャン・ド・ロニキス）を浴びせられ

たなら、置物から生きた犬へと変身し、飼い主の命令に従って動く。こ

の自律行動は、1週間に6回まで可能である。犬はヒット・ポイントが

0まで低下したなら、置物の姿に戻り、次の1週間は自律行動が行なえ

なくなる。置物が破壊されたなら、封じられた魔力も犬も死滅する。置

物状態では、縞瑪瑙の犬は硬度5、hp6、破壊難易度22を持つ。

ニューロー
（男性のエルフのスマート・ヒーロー3／メイジ5）：脅威度8；
中型サイズの人型生物（エルフ）；HD8d6；hp33；限界14；イニ

シアチブ±0；移動速度30フィート；防御力14、接触14、立ちすく

み14（+4クラス）；基本攻撃ボーナス+3；組みつき+3；攻撃+3

近接（1d3+2非致傷、素手打撃）；全力攻撃+3近接（1d3+2非致傷、

素手打撃）その他の特殊能力　呪文体得（スリープ、チェンジ・セル
フ、プロテクション・フロム・アローズ／ブリッツ）、タトゥー作成、
秘術呪文、ポーション作成、巻物作成；接敵面5フィート×5フィート；

間合い5フィート；忠誠　善；セーヴ　頑健+4、反応+2、意志

+7；AP4；名声±0；【筋】10、【敏】11、【耐】14、【知】16、【判】

12、【魅】10

職種：起業家
技能：〈英語会話〉、〈英語の読み書き〉+1、〈解読〉+16、〈広東語会話〉、〈聞
き耳〉+3、〈研究〉+16、〈コンピュータ使用〉+12、〈視認〉+6、〈職

能：起業家〉+5、〈真意看破〉+3、〈製作：化学〉+14、〈精神集中〉

+13、〈知識：ビジネス〉+10、〈知識：秘術伝承知識〉+16、〈調査〉

+9、〈はったり〉+10、〈フランス語会話〉、〈フランス語の読み書き〉

+1、〈変装〉+5、〈ロシア語会話〉、〈ロシア語の読み書き〉+1。

特技：《アーマー習熟（軽装）》、《学究》、《欺瞞》、《教養》（〈知識：ビジ
ネス〉、〈知識：秘術伝承知識〉）、《単純武器習熟》、《注意力》、《低姿勢》。

才能：数カ国語堪能、計略；財力ボーナス+18
エルフの種別特徴：夜目（〈聞き耳〉、〈視認〉、〈捜索〉判定に+2の種族ボー
ナス）。

準備済みの呪文（4／4／3／2；基本セーヴ難易度13+呪文レベ
ル）：0レベル̶̶デイズ、ディテクト・マジカル・オーラ、メッセー
ジ、レジスタンス；1レベル̶̶コーズ・フィアー、スリープ、チェ
ンジ・セルフ、マジック・ミサイル；2レベル̶̶エンハンス・アビ
リティー、プロテクション・フロム・アローズ／ブリッツ、ロケート・
オブジェクト；3レベル̶̶スロー、ヘイスト。
注：GMはこの呪文リストから半数を無作為に選びだし、目下使用不能
として扱わねばならない。ニューローには、PDAの呪文書のすべて

を覚えなおすだけの時間がなかったのだ。

所持品：ニューローは普通なら、こざっぱりしたスーツにロレックスと
いういでたちで、PDAの呪文書を持ち歩いている。そのスーツも監

禁によってひどく汚れ、時計は密輸業者らに奪われてしまった。た

だしPDAは、連中のほうでもすでに間に合っていたため、奪われず

にすんだ。

■褒賞
　トンネル迷宮の遭遇レベルはずばり1、というのも冒険者パーティが

注意を怠らなければ、密輸業者たちは大した脅威にはならないからだ。

最後の戦闘の遭遇レベルは、1+（バグベアの数の1/2）で、最大でも4

までである。

　ニューローが生き延びて、ラストロードが逃走したとすると、PC一

行は強力な味方と危険な敵の両方を得たことになり、さらには変転定め

なき世界の実相についても、一定の見識を得たことになるだろう。

■作者について
　スティーヴ・ウィンターは新聞記者という実入りのよい仕事からTSR

に鞍替えした1981以来、16年間同社で編集者、ディベロッパー、プロジェ

クト・マネージャーとして働いた。現在はシアトル近郊に住み、ウェブ・

パブリシングの分野に職をえたことを幸運に恵まれたと考えている。フ

リーランスの編集やライターの仕事で自由時間はおおむね吸いとられて

おり、社会生活と呼べるようなものを、彼から効果的に奪い取っている。


