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騎士の悪夢は時を越えて

騎士の悪夢は時を越えて
■はじめに
　“騎士の悪夢は時を越えて”は、5レベルの冒険者4～6人向けのd20
モダン用にデザインされたシナリオです。登場するモンスターの中にはダ
ンジョンズ&ドラゴンズ モンスターマニュアル第3.5版収録のものがあり
ます。キャンペーンモデルは「シャドウ・チェイサー」「アーバン・アルカナ」
を併用していますので、DMは適宜に自分のキャンペーンに相応しいキャ
ラクターに入れ替えて使用して下さい。
　本シナリオは、（株）ホビージャパン発行の「君が作る街 トーチ・ポート」
に収載されている日本オリジナルの街設定“トーチ・ポート”の2000年
後をイメージした街カガリシティを舞台としており、ダンジョンズ&ドラ
ゴンズの設定とリンクさせてあります。現代を舞台にしたD&Dと思って
いただくと良いでしょう。登場人物等の固有名詞を変更することで、様々
なキャンペーンに導入が可能です。

■ゲームの準備
　この冒険をおこなうには「d20モダン 基本ルールブック」「プレイヤーズ
ハンドブック第3.5版」、「ダンジョンマスターズガイド第3.5版」、「モンスター
マニュアル第3.5版」が必要です。d20モダンはD&D3.0版と3.5版の中
間のようなルール体系をしていますので、D&Dと組み合わせて遊ぶ場合
には慣れ親しんだルールに変更すると良いでしょう。
　本シナリオはD&Dを意識した典型的なダンジョン探検型のアドベン
チャーなので、ダンジョン探索の技能や戦闘能力、適した装備が無いとク
リアは困難でしょう。

■冒険の背景
　現代の科学技術とD&Dのクリーチャー、呪文・超能力が並存する街カ
ガリシティ。そこはトーチポートが栄えた時代よりも冒険の種が転がって
いるのかもしれない。

　「カナル卿…まさか貴公が死の国の軍門に下るとはな」
返り血で赤黒く染まった鎧に身を包んだ騎士を見下ろし、ジェン・メッ
ツァー（*1）が呟いた。
ヒルガ聖堂騎士団を裏切り、死の国へと己の魂を売り渡した騎士カナル・
クラヴィアート。
死を切望するカナルへの罰はテンポラルステイシス（*2）による死からの
永遠の別離という形で与えられた。
「償いの機会は無い。安らかにとは言わぬ。目覚めなき眠りを続けるが良い」
しかし、来るはずの無い2000年ぶりの目覚めがやってきた。

*1 「君が作る街 トーチ・ポート」p.19 トーチポートの有名なパラディン
*2 「プレイヤーズハンドブック第3.5版」p.258 対象を永遠に活動停止状態にする8レベル呪文

■冒険のあらすじ
　カガリシティの地下鉄環状線の工事中、とある洞窟を掘り当ててしまう。
それは石壁で作られた通路となっており、かなり昔の建築物だったが、文
部科学省にも記録は残っていなかった。地下鉄公団から問い合わせを受け
た青玉の魔女サーリ・ラターヌ（*3）もその遺跡（ダンジョン）の存在を
認識できていなかったため、冒険者の集うバー「シャイニング・アルバト
ロス」のマスターに調査を依頼することにした。

　調査を請け負った（PCたちとは別の）冒険者探索チームが洞窟の周囲
をソナー・X線で調べたところ、カガリシティ郊外の廃業したショッピン
グセンター地下まで続いていることが判明した。（彼らは洞窟の内部には一
切入っていない）そのショッピングセンターは6年前に閉鎖されたにも関
わらず、毎日トレーラーがやってきたり、悪名高いバグベアの警備員たち
が警備していたり、と不穏な動きが確認されている。洞窟の中、建物の中
への侵入・調査には危険（戦闘の可能性）を伴うと判断したマスターは探
索チームを引き上げさせ、代わりにアタックチーム（PCたち）を派遣す
ることに決めた。

　ショッピングセンターはディレッタント・オカルティストの北林鳴雅（キ
タバヤシ・ナリマサ）の工房（魔術研究施設）である。表向きはカガリシティ
西街（カガリウェスト）のビルオーナーとなっているが、実際には古代の
魔法の品を発掘し、闇市場で売りさばいている。高値のつくマジックアイ
テムは北林に莫大な財産と権力をもたらした。（権力といっても、自分の研
究に付随するトラブルをもみ消す以外の用途は思いつかないらしいが）彼
は6年前にショッピングセンター地下にある遺跡を発見し、そこでコール
ドスリープ状態にあるカナル卿と出会った。北林はスタッフから使用した
フリーダム（*4）の呪文でカナル卿を解放し、古代の不死（アンデッド）
に関する知識を得ることに成功した。同時に一緒に発見したレッドドラゴ
ンの卵を孵化させてカナル卿の乗騎とする計画を練っている。（トレーラー
で運び込まれているのはレッドドラゴンの餌である）

　PCたちはショッピングセンターへ突入し、カガリシティに混乱をもたら
そうとする暗黒の騎士と、己の不死を求めるディレッタントの野望を砕か
なくてはならない。

*3 「君が作る街 トーチ・ポート」p.61 トーチポートの地下を支配するサファイアドラゴン。地下世
界の種族と敵対している。

*4 「プレイヤーズハンドブック第3.5版」p.274 対象をあらゆる束縛から解放する9レベル呪文

■冒険の導入
　パーティーはカガリシティのバー「シャイニング・アルバトロス（輝く
アホウドリ）」のマスターに雇われている冒険者です。バーで依頼内容の
説明を受け、冒険に赴くことになります。コンベンションなど時間の制約
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がある場合は、「君たちは情報収集の結果、以下のことがわかった。これ
以上時間を掛けるわけにはいかない」とすぐに行動に移るよう促すことを
推奨します。逆に時間を区切らない場合は情報収集シーンから始めても良
いでしょう。

　以下はシナリオの導入部分で、コンベンションでのプレイを想定してい
ます。プレイヤーに読み上げてください。必要に応じて内容を修正しても
構いません。特に固有名詞などは、あなたのキャンペーンの導入用に適宜
変更するのがよいでしょう。

今の時間は深夜0時

君達は、カガリウェストの繁華街にあるバー「シャイニング・アルバトロ
ス」のテーブル席で今回のミッションの説明を受けるためにやって来た。
　この「どこから声を出してるんだ?」というくらい甲高い早口で仕事
の説明をする男の名前はトミー。このバーのマスターにして冒険者たち
の仕事のやり繰りをするエージェントだ。情報屋としてはすこぶる優秀
だが、如何せんカクテルを作る才能は与えられなかったようだ。
　「さて、まずは一杯やりな。俺のおごりだ」君たちの前にカクテル：
ブルーハワイのゴブレットが置かれた。『今回の仕事は戦闘がある肉体
作業（ブルー）だぜ』このカクテルにはそういう意味あいがある。依
頼の説明の前に、トミーの趣味でこんな儀式が行われている。ちなみに
調査など頭脳系の仕事ならホワイトレディが振舞われるのだが、君たち
は未だに白いカクテルを見たことが無い。君たちとは別の冒険者グルー
プに依頼しているんだろう。
　一級品のラムとジュースをシェイクして、ここまで不味いカクテルを
作れるのもある種の才能かもしれない、と思いつつトミーの話を待った。
カクテルに口をつけないことには話が始まらないのが苦しいところだ。
　「地下鉄環状線の工事の最中にな、かなり古い洞窟が発見されたんだ。
そこの調査が今回のミッションだ。しかもクライアントは地下鉄公団。
お堅いところで安心だろ?」こいつの話で安心できたことなぞあるもの
か、と思いつつ続きを聞いた。
　「しかしな」
　…やっぱり安心できないことがあるんじゃないか、と納得しつつ続き
を促す。
　「俺もその洞窟について調べてみたんだが、全く手がかり無しだ。ちっ
とまずいと思ったんで、内部に入らないようにホワイトたちに調べさせ
たところ、その洞窟は廃業したショッピングセンター跡地に続いている
ことがわかったんだ。そのショッピングセンターがまた胡散臭くてね」
早口が姿を消し、君たちを試すようなゆっくりとした口調に切り替わる。
　そこまで話したところで、バーテンが代わりの酒を持ってきてくれた。
涙が出そうなくらい美味しく感じる。バーテンがグラスを回収し、目配
せをして去っていった。冒険者の間では彼のことをエンジェルと呼んで
いるが、全く持ってその通りだ。
　「閉鎖されたのは6年前。理由は売り上げの不振。当然テナントは全
て撤収し、再開発の計画も無い。にも関わらず警備員が24時間体制で
見張っているし、最新のセキュリティが導入されている。最新のガー
ドロボットが配備されたって噂も耳にしたな。しかも毎日大型のトレー
ラーがやってきているらしい」
　「廃業したショッピングセンターの所有会社はペーパーカンパニー
だった。登記簿に記載のある名前の中で実在する人物が一人いる。北
林鳴雅（キタバヤシ・ナリマサ）って男だ。繁華街のビルオーナーだ
が何のためにあの廃ビルを抱えているかはわからない。」
　「今回の仕事はあくまでも洞窟の調査だ。しかし、裏でやばい事に関
わっている可能性が極めて高い。だからホワイトを引き上げてお前たち
ブルーを投入することにした。わかるな?」
　「それに発見された地下洞窟について、全く心当たりが無かった、っ
てのは結構問題なんだ。あの姉ちゃんも知らなかったんだからな、結
構しんどい化け物と出会う可能性も否定できん」
　あの姉ちゃんというのはトミーと親しい情報源らしいが、正体につい
ては聞いたことが無い。
　「報酬はいつもの口座に振り込んでおいてやる。あと、今回はミッショ
ンの内容によっては特別ボーナスが出るから気張っていってこいや」
　出発は明日の朝9時。君たちはトミーに呪詛の言葉をぶつけつつ、

帰宅して目覚まし時計をセットした。
　情報をまとめたハンドアウト1「洞窟及びショッピングセンターの調
査報告書」とハンドアウト2「ショッピングセンター見取り図」を渡し
てください。トミーの話の途中でハンドアウトを渡して見せながら説明
すると良いでしょう。

・ブルーとホワイト：会話の中で語られていますが、戦闘がある仕事がブ
ルー、調査メインの仕事をホワイトと呼んでいます。PCたちはブルー
のミッションを専門に行うグループです。ホワイトたちは別の冒険者グ
ループであり、洞窟の予備調査とショッピングセンターについて調べて
います。

・バー「シャイニング・アルバトロス」：このシナリオにおける「冒険者た
ちの店」的な役割を持っています。マスターのトミー（スマートヒーロー
3／カリスマヒーロー3）は冒険の依頼に来たクライアントと打ち合わ
せを行い、それに適した冒険者を呼び出します。また、独自の情報ルー
トから必ずクライアントの話の裏を取るようにしており、取れない場合
はその旨を必ず冒険者たちに伝えて注意を喚起します。PCたちがクラ
イアントと直接話をしたい場合であっても、機密性が高いミッションの
場合は断ることもあります。

　トミーはハードボイルドを気取った男ですがさっぱり様にならず、むし
ろピエロのように思われています。カクテルを作る才能は全く無く、2
人のバーテン（ソーリル、クリサンドラル）の尽力でバーの経営が行わ
れています。バーの常連の間では、「生ぬるくて薄まったギムレットをく
れ」という挨拶が交わされていますが、2人のバーテンがいないときに
は決して口にしません。誰もが自分の命の大切さを知っているからです。

・サーリ・ラターヌについて：詳細は「君が作る街 トーチ・ポート」p.61
を参照して下さい。彼女は地下世界の邪悪な住人を憎むサファイアドラ
ゴンで、トーチポートからカガリシティに至るまで、ずっと見守ってき
ました。この時代にはグレートワームまで成長していますが、今でも基
本的に外界と積極的に関わろうとはしません。一部の理解者（トミーを
始め、数名の人間）の要請に応じて、地下世界の遺跡（D&D時代の地
下洞窟）に関して情報を与えることがあります。彼女に比べれば短い寿
命しか持たない人間が、何世代にもわたってこの街を発展させてきたこ
とに敬意を表しており、昔に比べれば街への愛着も深まっているようで
す。今回のミッションでは地下道がトーチポート時代の遺跡に繋がって
いるとみており、その調査結果を待ち望んでいます。情報をもたらした
冒険者にはサファイアをプレゼントすることにしています。（財産ボーナ
ス＋5の効果）

・ショッピングセンターについて：警備会社「ショルド社」が24時間体
制の警備を請け負っています。ショルド社はオーガやオーク、バグベア
といったクリーチャーを警備員として雇っていることで有名です。過剰
防衛がたびたび問題となりますが、かならず被害者との示談が成立して
訴訟事件まで発展することはありません。（裏での脅迫・もみ消しが行
われた結果です）仕事ぶりは大変優秀ですが、警備費用は業界でトップ
クラスです。監視カメラの配備はもちろん、最新型のガードロボットを
導入しているという話があります。（ショッピングセンターには実際配備
されてます）

　大型トレーラーが毎日やってきており、この護衛を担っています。（ト
レーラーはレッドドラゴンの餌である牛肉を積んでいます）また、ショッ
ピングセンター付近の上空の飛行許可が下りることはありません。この
あたりの情報は知っている者もいますが、週刊誌や新聞などメディアで
公表されることは決してありません。

・ミッションの範囲：PCたちの仕事には「洞窟の中をくまなく探索するこ
と」だけではなく、「洞窟の周辺事情を調査し、害を及ぼすものがあれ
ば対処すること」まで含まれています。「洞窟はどこそこまで続いていま
した。それを確認して戻ってきました」という報告で終わった場合、トミー
は「お前たちは立派にガキの使いをこなした。駄賃にこれをやろう」と言っ
てコーラとハンバーガーの無料チケットを1枚ずつPCたちに渡します。
その後トミーから仕事が回ってくることはありません。クライアントに対
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して＋αの情報や成果を持ってこないとプロとして生き残れないのです。
「君たちの同僚で言われただけの仕事を報告したら干されてしまった」と
いった具合に紹介して厳しさをほのめかしておくと良いでしょう。

・法律の範囲：カガリシティでは拳銃などの所持は免許制になっています。
法律や銃の扱いに関する講習を一定期間受けることで所持することが認
められます。自衛のための発砲は許可されていますが、正当であったか
を争う長い裁判に巻き込まれることが多々あります。トミーの依頼で仕
事が来た場合、相手側には公権力に頼れない事情がある（銃の不法所
持など）ことが多いので、危険なときに発砲を躊躇う必要はありません。
相手が死亡した場合でもミッション中であればトミーが裏で対処してく
れます。ただし、公衆の面前での発砲騒ぎなどには対処してくれません
し、そういったトラブルメーカーの冒険者に仕事を回すことはしてくれ
ません。PCから法律上大丈夫なのか、という質問が来た場合に説明し
て下さい。

・モンスターの知識：カガリシティにおいて、エルフやドワーフ、バグベ
アといった人型種族は人権を確立しています。アンデッドや異形などの
いわゆるD&Dモンスターと出会う可能性は稀ですが、存在することは
公けに認められています。サンプル数が少ないことから、学術的な研究
は進んでいないため、サンプル（生体・死体問わず）を高値で買い取る
研究者も存在します。〈知識（秘術伝承知識）〉で難易度15＋HDに成
功すれば文献で読んだことがあると判定すると良いでしょう。

■出発
　午前9時に地下鉄公団のトロッコで目的の洞窟の前まで運ばれます。そ
こで地下鉄公団からの備品を受け取ります。

ヘッドライト（人数分）：工事用のもので、光源の量を10フィート単位で
調整できます。（最大30フィート先まで）
携帯用無線（プロ仕様）：人数分 ヘッドセットで手をふさがないタイプ。
複数人同時会話可能。

暗視ゴーグル（1つ）：暗視（60フィート）の能力を得ますが、視認と捜
索に－4のペナルティを受けます。

ダクトテープ（70フィート×3つ）：200lbの重さに耐えうる強力なテープです。
撒きつけられると難易度20の脱出判定（筋力か脱出術）が必要です。
破砕手榴弾（1つ）：20フィート半径の対象に4d6のダメージを与えます（反
応セーヴ15）

■洞窟とダンジョン
　洞窟の幅は10フィート。古代の石壁で整地されています。厚み1フィー
ト、破壊難易度35、硬度8、hp90
ただ、石壁を破壊しても自然の土が存在するだけです。

1.入り口と通路

　洞窟は幅10フィート、高さ10フィートでほぼ真っ直ぐ続いている。
歴史の教科書にあった古代の遺跡のような石壁で出来ているようだ。
自分たちの足音以外は全く聞こえない。

　高低さは無く、ほぼ直線状にまっすぐ通路が伸びています。何者かが通っ
た形跡はありません。特にガスなども発生していません。洞窟に関する基
本情報はレポートに記載されていますので、確認不足の質問が来たらレ
ポートを再度読むようにアドバイスすると良いでしょう。
　レポートの中で、洞窟の距離はトータルで1マイル（5000フィート）程
と記載されていますので、出目20で捜索しながら進むことを検討し始め
た場合は距離について指摘しても良いでしょう。最初の部屋まで2500
フィートあるので、5フィート四方ずつ出目10の捜索をしていく場合には
1000ラウンド（100分）かかります。出目20の場合は20000ラウンド（33
時間強）かかりますのでご注意。
　知識（歴史）難易度10もしくは【知】判定難易度15：石壁は全く劣化
しておらず、完璧に元の状態を保っていることがわかります。

2.鉄格子

　入り口から100フィート入ったところで鉄格子が降りていた。作りは
しっかりしているが、かなり痛んでいるようだ。鉄格子の向こう側の床
には白骨死体が横たわっている。

錆びた鉄格子：硬度5／hp8 破壊筋力判定難易度15
　鉄格子の隣の壁を捜索（難易度15）すると、レバーが見つかりますが、
さわると簡単に崩れ落ちてしまいます。鉄格子を上げ下げするためのも
のですが現在は機能しません。
白骨死体：何か服を着ていたようですが、既にボロボロです。鉄格子を破
壊して白骨死体に近づいてから捜索（難易度15）すると、背中のバッ
クパックだけは埃こそかぶっているものの新品のように見えます。彼は
トーチポート時代にヒルガ聖堂で勤務していた事務員です。バックパッ
クはバッグ・オブ・ホールディングで、中には仕事用のノートが入って
います。記録文書の運搬仕事の帰りだったため、それ以外のものは入っ
ていません。〈解読〉判定難易度20、もしくはコンプリヘンド・ランゲー
ジズを使用すると以下のことがわかります。

　「死体が動くなんて!」「あんな埋葬施設があるなんて知らなかった。記
録にもないし、10年勤めていたけど聞いたことも無かった」「あんな場所
にもう一度行くぐらいならここで死んだ方がマシだ。」「もう2000フィート
くらい逃げてきたはずだ。でもここまで来て鉄格子だなんて!」「ペイロア
さま、我に加護を!」

　彼は偶然開いていた隠し扉から地下墓地を発見し、グールの姿を見て発
狂してしまいました。必死に逃げ出したのですが、出口まであと少しとい
う段階で罠が発動し、鉄格子が降りてしまいました。（現在、この鉄格子
の罠はトリガーを踏んでも稼動しません）
 

3.地下墓地
　ここには2体のグールと1体のガストが石棺に入っています。
生者がこの部屋来る可能性があることを知っているので 〈聞き耳〉出目10
（達成値12）で耳を澄ませています。
PCたちが忍び足をしていない限り、地下墓地入り口から60フィートまで
近づいた段階で気づきます。
聞き耳難易度：0（普通の移動）＋5（石棺の蓋）＋7（距離70フィート）
=12 入り口まで10フィートあるので、通路60フィートの位置になります。
何者かの接近に気づくとグールたちは石棺の蓋を外し、中から出てきます。
聞き耳難易度 ： 石棺の蓋が落ちる音（難易度2）、グールがこっそり出て
くる音（難易度23）

　「ズズズズ、ゴトン!」通路の先の方で重たいものが床に落ちる音が
した。音の響きでは、この通路の先は少し広くなって部屋になってい
るようだ。

　グールは暗視がありますので、聞き耳で見つけた相手は発見することが
できます。飢えているため、石棺から出て次ぎのラウンドからすぐに音源
に向かって移動を始めます。

　君たちの目の前にやってきたもの、それは人の形をしてはいるもの
の、とても生きているとはいえない代物だった。骨ばった体には死斑
が浮かび、口には鋭い犬歯が覗いている。落ち窪んだ赤い目は君たち
を捉えて一時も目を離さない。涎なのか、体液を口から流しながら君
たちに向かって飛び掛ってきた!

生きた人間たちを餌だと思っているので、一切引くことなく死ぬまで戦い
ます。

グール（トーチポート時代レルム・オブ・デスの信者）
中型サイズのアンデット
ヒット・ダイス：2d12 （13hp）
イニシアチブ：＋2
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移動速度：30フィート
アーマー・クラス：14 （＋2【敏】、＋2外皮）、接触12、立ちすくみ12
基本攻撃／組み付き：＋1／＋2
攻撃：噛みつき=＋2近接（1d6＋1および”麻痺”）
全力攻撃：噛みつき=＋2近接（1d6＋1および”麻痺”）および爪（x2）
=＋0近接（1d3および”麻痺”）
接敵面／間合い：5フィート／5フィート
特殊攻撃：食屍鬼熱、麻痺（難易度12／1d4＋1ラウンド）
その他の特殊能力：暗視60フィート、アンデットの種別特徴、＋2退散
抵抗

セーヴ：頑健＋0、反応＋2、意志＋5
能力値： 【筋】13、【敏】15、【耐】̶、【知】13、【判】14、【魅】12
技能：〈隠れ身〉＋6、〈視認〉＋7、〈忍び足〉＋6、〈跳躍〉＋5、〈登攀〉
＋5、〈平衡感覚〉＋6
特技：《複数回攻撃》
脅威度：1
　モンスターマニュアル第3.5版の62ページを参照。

ガスト（トーチポート時代レルム・オブ・デスの信者）
中型サイズのアンデット
ヒット・ダイス：4d12＋3 （29hp）
イニシアチブ：＋3
移動速度：30フィート
アーマー・クラス：17 （＋3【敏】、＋4外皮）、接触13、立ちすくみ14
基本攻撃／組み付き：＋2／＋5
攻撃：噛みつき=＋5近接（1d8＋3および”麻痺”）
全力攻撃：噛みつき=＋5近接（1d8＋3および”麻痺”）および爪（x2）
=＋3近接（1d4＋1および”麻痺”）
接敵面／間合い：5フィート／5フィート
特殊攻撃：悪臭（10フィート以内頑健難易度15／1d6＋4分間不調判
定－2）、食屍鬼熱、麻痺（難易度15／1d4＋1ラウンド）
その他の特殊能力：暗視60フィート、アンデットの種別特徴、＋2退散
抵抗

セーヴ：頑健＋1、反応＋4、意志＋6
能力値：【筋】17、【敏】17、【耐】̶、【知】13、【判】14、【魅】16
技能：〈隠れ身〉＋8、〈視認〉＋8、〈忍び足〉＋8、〈跳躍〉＋9、〈登攀〉
＋9、〈平衡感覚〉＋7
特技：《追加hp》、《複数回攻撃》
脅威度：3
　モンスターマニュアル第3.5版の62ページを参照。

　彼らはリング・オブ・デスというトーチポート時代のカルトの一員でした。
不死が与えられると信じて親族を生贄に捧げ、おぞましい儀式の果てに
グールになってしまったのです。元貴族だったこともあり、なかなか裁き
が与えられずに多くの召使いが犠牲となりました。彼らを捉えた騎士団は
石棺に閉じ込め、封印を施しました。アンデッドとして飢えても死ぬこと
もできず、永遠の苦しみを与えてやる、という残酷な刑に処されていたの
です。騎士団の処置というよりも被害者の私怨によるものでしょう。
　
　部屋の捜索を行うと（難易度5）隅に転がっているバグベアの死体を発
見します。
　君たちの部屋の片隅に積み上げられた死体を発見した。バグベアの死体
のようだが、体の肉はほとんど無くなっており、骨も一部かじられている。
死体の横に弾を撃ちつくしたコルトパイソンと警棒が落ちている。

　これらの死体は北林の雇っているショルド警備会社のバグベア・ガード
のものです。彼らは北林に命じられてショッピングセンター側から地下墓
地にたどり着きました。バグベアの死体を捜索すると（難易度15）金貨
82枚、エメラルドの指輪、パールのネックレスを発見します。これらはグー
ルと共に埋葬されていた副葬品であり、バグベア・ガードが石棺の中から
回収しました。臨時ボーナスを得て戻ろうとしたところで目覚めたグール
に襲われ、食われてしまったのです。この事件が起こったのは3日前のこ
とです。

4.カナルの棺おけ部屋
　ここはカナル卿がテンポラルステイシスによって封印されていた場所で
す。共に処置されていたレッドドラゴンの卵や死霊術にまつわる書物は北
林によって全て持ち出されています。中には北林が設置したガードロボッ
トがいます。上に向かって梯子（50フィート）が設置されています。
　
　部屋の入り口まで100フィート、という段階で赤い光が人間の腰くらい
の高さで左右に動いているのが見えます。（視認判定不要）

　100フィート程遠くの方で小さな赤い光があることに気づいた。じっ
としているわけではなく、何秒かおきに左右にゆれて動いているようだ。
高さはちょうど君たちの腰くらいの位置で上下には動いていない。

赤い光はガードロボットのセンサーです。知力判定（難易度15）か〈知識
（テクノロジー）〉（難易度10）に成功すると、それが報告書にあった小型ガー
ドロボットのセンサーであることがわかります。
部屋の中にPCたちが入ると、ガードロボットのセンサーが発動して警告
を発します。

　ボディから4本の足が生えたような形のガードロボットがいる。赤
い光が輝いており、こちらを認識すると如何にもプログラムされた抑揚
の無い声で話しかけてきた。「1分以内に指定のIDカードをセンサー
に向けて下さい。カバーやケースに入れたままでは読み取りに失敗す
る可能性があります。カードを取り出し、センサーに向けて下さい」カー
ドを示すか何かしないと延 と々言い続けるようだ。

部屋の中の様子を見渡した場合：

　部屋の中には古代のものと思われる様式の本棚や机、石棺がある。
先ほどの墓地で見たものに比べて保存状態が非常に良く新品のように
も見える。部屋の奥の天井に穴が開いており、梯子が設置されている。
ガードロボットは部屋の中央にあり、部屋の隅の方に遺跡には場違い
な電子機器（コンソールパネル）が取り付けられており、ロボットとケー
ブルでつながっている。

このガードロボットは即行で設置されているため、本来のショルド社セキュ
リティシステムに直結しておらず、1階の警報ベルにつながっています。
そのため、〈コンピュータ使用〉もしくは〈装置無力化〉難易度20にて警
戒状態を解除することが可能です。

戦うことを選択した場合、または1分以内に黙らせることができずに部屋
に留まっている場合、ここで戦闘を起こしてしまうと、PCたちの行動が
全て筒抜けになってしまう上に、全員が警戒状態になってしまいますので、
厳しい状況に置かれてしまいます。

　「侵入者と認定し、排除します。これは正当防衛であり、全ての非は
あなたたちにあります」その音声とともに頭頂部がパカっと開き、中か
らサブマシンガンHK MP5Kが現れた。

ガードロボット
小型サイズの人造
ヒット・ダイス：2d12＋5 （18hp）
イニシアチブ：＋1
移動速度：40フィート（車輪）
アーマー・クラス：12 （＋1サイズ、＋1【敏】）、接触12、立ちすくみ11
基本攻撃／組み付き：＋1／－5
攻撃：HK MP5K=＋3遠隔（2d6セミオート）
又はHK MP5K=－1遠隔（2d6オート） 30発装填済み
全力攻撃：HK MP5K=＋3遠隔（2d6セミオート）
又はHK MP5K=－1遠隔（2d6オート）  30発装填済み
接敵面／間合い：5フィート／5フィート
その他の特殊能力：暗視60フィート、人造の種別特徴、熱源センサー60
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フィート
セーヴ：頑健＋0、反応－1、意志＋3
能力値：【筋】6、【敏】12、【耐】̶、【知】̶、【判】10、【魅】10
技能：̶
特技：̶
脅威度：1
持ち物：̶

梯子を登る：
登攀（難易度5）で登ることができます。ガードロボットを黙らせた後で
あれば出目10を採用して良いでしょう。高さは50フィート分ありますので、
通常登攀移動（15フィート／ラウンド）では4ラウンドかかります。急い
で登る場合、難易度は10になります。ガードロボットを黙らせずに素通
りして梯子を登る場合は出目10を採用することはできません。1分以内に
全員が梯子を登った場合、ガードロボットは警戒状態を解除します。

5.電源ポンプ室

　ここにはビルの電源系統の管理パネルが置いてある。ポンプ室も併
設されており、大きな音を立てている。「関係者以外立ち入り禁止」と
いう古びたテープが貼ってある。

　管理ビルの電源操作パネルがあります。このパネルを使用することで、
フロア毎に一括で電源を落とすことが可能ですが、非常用の電源までは切
ることはできません。各フロアの非常灯と北林の部屋の電源は非常用電源
（ショッピングセンター店舗）から来ています。

電源を落とした場合：
　パネル上で電源を落とすように設定しても、3階にある北林のオフィス
の電源は落ちません。パネル上では「非常用電源に切り替え」の表示が出
ます。
　電源を落とすと各階の監視カメラが動作しなくなり、ELVが止まり、扉
の電子錠が解除されます。ガードロボットは非常用モードに切り替わり、
IDカードを持たない60フィート以内の熱源を発見次第、攻撃を開始する
ようになりますが、戦闘開始後5ラウンドでバッテリーが切れて沈黙します。
　セキュリティセンターに詰めているバグベアリーダーはロビーでバグベ
アガードたちと合流して、侵入者を待ち構えます。

電源を落とさない場合：
　各階の監視カメラが動いており、常に全方位を見張っています。侵入者
がカメラに映った場合、モニタを見ていたバグベアリーダーが気づくかど
うかの〈視認〉判定を行います。（PCたちの体がフロアに入り、完全にカ
メラの視界に入った場合は難易度15／階段の位置から様子を見ているだ
けであれば難易度25：リーダーの判定値＋7／PCが連続してカメラに映っ
ているのであれば1ラウンド毎に難易度が1ずつ下がります）リーダーが
侵入者を確認すると、ELVを停止し、侵入者がいる階より上の階への階
段の防火扉（硬度8／90hp破壊難易度30）を閉ざし、ガードロボット
を発砲前警告を発しない非常用モードに切り替えます。ロビーにいるバグ
ベアガードたちは侵入者の実力を見極めてから襲い掛かるつもりなので、
いったんセキュリティセンターに集まって様子を伺い、適宜不意打ちのタ
イミングを考えます。

6. B1F
　ここには監視カメラが1台あるだけです。
電源を切らずに登ってきてフロアに出た場合、いきなり監視カメラに見つ
かります。
階段の影で身を隠して上の様子を伺う場合は〈視認〉判定を行い、難易度
12に成功すれば監視カメラの存在に気づきます。
　この階の全ての部屋には電子ロックが掛かっており、IDカードをかざさ
ないと開きません。パネルはありますが、カードの読み取り端子以外の入
力機器が無いのでカードが無いと開錠はできません。（硬度10／60hp破
壊難易度28）
無理やり開けて入っても中はがらんとしており、何もありません。ここで

破壊工作をする場合、音に対するケアが無ければ1Fのバグベアたちは何
者かがB1Fにいることを確信し、2F、3Fへの階段の防火扉を閉ざします。

7. 1F
　1Fのロビー玄関脇でバグベア・ガードが見張りに立っています。
　電源が落ちた場合はロビーにて待機してリーダーと合流します。
　警報が鳴った場合は急いでセキュリティセンターに向かい、侵入者の行
動をチェックします。
ロビーには監視カメラがあるので、基本的に内から外を向いて警戒してい
ます。

バグベア・ガード
中型サイズの人型生物（ゴブリン類）
ヒット・ダイス：3d8＋3 （16hp）
イニシアチブ：＋1
移動速度：30フィート
アーマー・クラス：15 （＋1【敏】、＋3外皮、＋1レザージャケット）、
接触11、立ちすくみ14
基本攻撃／組み付き：＋2／＋4
攻撃：金属製バトン=＋4近接（1d6＋2／19－20）
又はコルトパイソン=＋3遠隔（2d6）：6発
又はウージ（サブマシンガン）=＋3遠隔（2d6）：20発 10×10フィート：
反応15
全力攻撃：金属製バトン=＋4近接（1d6＋2／19－20）
又はコルトパイソン=＋3遠隔（2d6） ：6発
又はウージ（サブマシンガン）=＋3遠隔（2d6）：20発 10×10フィート：
反応15
接敵面／間合い：5フィート／5フィート
特殊攻撃：̶
その他の特殊能力：暗視60フィート
セーヴ：頑健＋2、反応＋4、意志＋1
能力値：【筋】15、【敏】12、【耐】13、【知】10、【判】10、【魅】9
技能：〈隠れ身〉＋4、〈聞き耳〉＋2、〈視認〉＋2、〈忍び足〉＋6、〈登攀〉＋3
特技：《高等火器習熟》、《単純武器習熟》、《個人用小火器習熟》
脅威度：2

バグベア・リーダー（ファストヒーロー3）
中型サイズの人型生物（ゴブリン類）
ヒット・ダイス：3d8＋3d8＋6 （33hp）
イニシアチブ：＋2
移動速度：30フィート
アーマー・クラス：20 （＋2【敏】、＋3外皮、＋1レザージャケット、＋
4防御力）、接触15、立ちすくみ18
基本攻撃／組み付き：＋4／＋6
攻撃：金属製バトン=＋6近接（1d6＋2／19－20）
又はウージ（サブマシンガン）=＋6遠隔（2d6）：20発 10×10フィート：
反応15
全力攻撃：金属製バトン=＋6近接（1d6＋2／19－20）
又はウージ（サブマシンガン）=＋6遠隔（2d6）：20発 10×10フィート：
反応15
接敵面／間合い：5フィート／5フィート
特殊攻撃：̶
その他の特殊能力：暗視60フィート、身交わし、直感回避
セーヴ：頑健＋3、反応＋7、意志＋2
能力値：【筋】14、【敏】14、【耐】12、【知】10、【判】10、【魅】9
技能：〈隠れ身〉＋4、〈軽業〉＋11、〈聞き耳〉＋4、〈視認〉＋7、〈忍び足〉
＋6、〈登攀〉＋3
特技：《鋭敏知覚》、《単純武器習熟》、《個人用小火器習熟》
《近距離射撃》、《高等小火器習熟》、《精密射撃》
脅威度：5

危険を感じた場合（hpが5点を切った状態で手番が回ったら）武器を棄
てて降伏します。
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〈交渉〉基本難易度25／〈威圧〉対抗判定目標値：ガード（d20＋3）／
リーダー（d20＋6）
 ・戦闘不能なバグベア1人につき＋4の状況ボーナス
 ・何か金銭的な見返りを目の前で明示できた場合は＋2の状況ボーナス
 ・家族愛や友情に関する話題を取り上げたときは＋2の状況ボーナス。
 ・話題を提示せず、ロールプレイをしない場合は－10の状況ペナルティ（援
護の場合も同様）

どのように話をするのか、ロールプレイをしてから判定ダイスを振るよう
に指導しましょう。援護する場合もどのように合いの手を入れるのかを宣
言するように促しましょう。

バグベアガードたちから得られる情報
あくまでも「聞かれたことに答える」というスタンスを貫いてください。

「知っていることを喋れ」と言われても「何が知りたいんだ?」と質問事項
をPLに決定させるようにしましょう。

 ・ビルのオーナーは北林。3階のオフィスにこもっているが何をしている
かわからない。

 ・2階のオフィスにも誰かいるようだが、2階以上には登ってはならないと
厳しく言われているのでわからない。

 ・B2Fに下への穴があることは知っているが、そこに行ってはいけないと
言われている。

 ・上の階から居様に強いジャスミンの香りが漂っている。
 ・ショッピングセンターは電子ロックが2重に掛かっていて中に入ること
はできない。電源系統は管理ビルとは別だ。

 ・トレーラーで牛肉を山のように運び入れているらしい、という噂がある
が真偽はわからない。

 ・ 護衛の仕事が始まって派遣されて以来、バグベアガードが3人行方不
明になっている。

（注：彼らは知りませんが、2人は地下道で死亡、もう1人は北林の手によっ
てゾンビにされています）

セキュリティセンター

　部屋の中を見ると、東側の壁一面にモニターが並び、各監視カメラ
の映像を映し出している。その前のテーブルには操作パネルが取り付
けられている。

〈装置無力化〉または〈コンピュータ使用〉でパネルを操作することが可
能です。
主電源OFFの場合は動作しません。
難易度10：フロア毎に電源をON／OFFできる。
難易度10：全館放送を行える。
難易度15：部屋毎に電源をON／OFFできる。
難易度20：電子錠をON／OFFできる。
難易度25：ガードロボットの動作をON／OFFできる。
難易度30：ガードロボットを操ることができる。（参考：動物への命令と

同じことが出来ます）

8. 2F
　警報が発せられた後は階段からフロアへ続く廊下に防火扉（硬度8／
90hp破壊難易度30）が下りています。防火というよりも別目的（侵入防止）
のために改造されています。壁のパネルで開閉することができますが、〈コ
ンピュータ使用〉又は〈装置無力化〉難易度25が必要です。バグベアガー
ドたちのIDカードを持っている場合は難易度が15になります。
　ガードロボットが配備されており、非常モードになっている場合はフロ
アに熱源を確認した段階でそちらに向かって移動して攻撃を開始します。
電源の供給が切られている場合は5ラウンドで活動を停止します。

ガードロボット
小型サイズの人造
ヒット・ダイス：2d12＋5 （18hp）
イニシアチブ：＋1

移動速度：40フィート（車輪）
アーマー・クラス：12 （＋1サイズ、＋1【敏】）、接触12、立ちすくみ11
基本攻撃／組み付き：＋1／－5
攻撃：HK MP5K=＋3遠隔（2d6セミオート）
又はHK MP5K=－1遠隔（2d6オート） 30発装填済み
全力攻撃：HK MP5K=＋3遠隔（2d6セミオート）
又はHK MP5K=－1遠隔（2d6オート）  30発装填済み
接敵面／間合い：5フィート／5フィート
その他の特殊能力：暗視60フィート、人造の種別特徴、熱源センサー60

フィート
セーヴ：頑健＋0、反応－1、意志＋3
能力値：【筋】6、【敏】12、【耐】̶、【知】̶、【判】10、【魅】10
技能：̶
特技：̶
脅威度：1
持ち物：̶

カナルの居室

　部屋の中を見ると、元はオフィスだったようだが今は居住スペースに
なっている。北東の隅にはベッドが置かれており、南側の壁際には大
きな机があり、文書が散らばっている。

　ここは現代に蘇った悪の騎士：カナル卿の居住スペースです。今は夜休
むとき以外には使われていません。
部屋の中を捜索すると（難易度15）、床の一部に刃物で切られたマネキン
の残骸が積み上げられているのが見つかります。（これはカナルが剣の鍛
錬のために使用したものです）
机の上の書類を探すと、「現代の単語」「古代語の単語」が併記されていま
す。解読判定（難易度10）を行うことで、同じ意味の単語を書き連ねて
おり、文章としては意味を成さないことがわかります。（これはカナルが現
代の言葉を勉強した形跡です）

3Fへの階段

　上の階への階段の前に立つと、強烈なジャスミンの香りが漂ってき
た。香水をガロン単位でぶちまけたような強烈なものだ。

3Fに向かう階段からは強烈なジャスミンの香りがします。（ゾンビたちの
臭い消しに使ってますが、かなりやりすぎです）頑健セーヴ難易度10に
失敗すると香りを嗅ぎ続けている間ずっと不調状態（攻撃、ダメージ、セー
ヴ、技能判定、能力判定に－2のペナルティ）になります。一度成功する
と8時間の間はセーヴを行う必要がありません。

9. 3F
　2Fと同様に、警報が発せられた後は階段からフロアへ続く廊下に防火
扉（硬度8／90hp破壊難易度30）が下りています。壁のパネルで開閉
することができますが、〈コンピュータ使用〉又は〈装置無力化〉難易度
25が必要です。バグベアガードたちのIDカードを持っている場合は難易
度が15になります。
　ガードロボットが配備されており、非常モードになっている場合はフロ
アに熱源を確認した段階でそちらに向かって移動して攻撃を開始します。
電源の供給が切られている場合は5ラウンドで活動を停止します。

ガードロボット
小型サイズの人造
ヒット・ダイス：2d12＋5 （18hp）
イニシアチブ：＋1
移動速度：40フィート（車輪）
アーマー・クラス：12 （＋1サイズ、＋1【敏】）、接触12、立ちすくみ11
基本攻撃／組み付き：＋1／－5
攻撃：HK MP5K=＋3遠隔（2d6セミオート）
又はHK MP5K=－1遠隔（2d6オート） 30発装填済み
全力攻撃：HK MP5K=＋3遠隔（2d6セミオート）
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又はHK MP5K=－1遠隔（2d6オート）  30発装填済み
接敵面／間合い：5フィート／5フィート
その他の特殊能力：暗視60フィート、人造の種別特徴、熱源センサー60
フィート
セーヴ：頑健＋0、反応－1、意志＋3
能力値：【筋】6、【敏】12、【耐】̶、【知】̶、【判】10、【魅】10
技能：̶
特技：̶
脅威度：1
持ち物：̶

北林の研究室

　部屋の東側と北側の壁には大きな本棚が備え付けられており、古び
た書物がぎっしり詰まっている。テーブルが2つ置かれており、上に
は研究途中と思われる書物とノートが広げられている。南側の壁には
一際大きな書き物机があり、液晶モニタが設置されている。そして部
屋の床一面に書類のようなA4の紙が無数に散らばっている。
　中には40代くらいの目が異様にギラギラした長髪の男と、時代錯誤
なフルプレートアーマーに身を包み、左手に盾を、腰に立派な剣を刺
した30代くらいの男がいる。部屋の隅には顔色の悪い、というか腐っ
たバグベアが空ろな瞳で君たちを見ている。
　鎧を着た男が興奮して名乗りを上げる。「ほう、この時代にも貴公ら
のような目をした輩と出会うとはな。久しぶりの殺し合いが出来そうだ。
待ち焦がれた死の国への招待状が届いたのだ。さぁ、己の命を燃やし、
互いの命を奪い合おうではないか。我が名はカナル。カナル・クラヴィ
アート。ヒルガ聖堂騎士団、唯一の生き残りだ!」彼は静かに兜の面を
下ろした。
　長髪の男の方は舌打ちしながら懐に手を伸ばす。「こんな茶番に付き
合っていられるか。さっさと終わらせるぞ」

・部屋にばらまかれた紙：これらは北林が行った不正経理・脅迫行為など、
違法な活動を行った証拠になる書類です。北林自身はこれらの書類に一
切興味を持っておらず、何かあっても金を積めばどうにかなると考えて
います。そのため、これだけ無造作に放置してあるのです。
　人や物が置いてないエリア（全22スクエア）に紙が置いてあり、書類
は硬度0／hp2の物体として扱います。これらの書類を回収してから
撤収した場合、後日裁判において北林を有罪にする証拠となります。

・北林：彼はここでカナル卿に死霊術の教えをこい、古代の神秘について
学んでいます。ヴァンパイアやリッチになるにはどうすれば良いかを真
剣に研究しています。発掘したアニメイトデッドのワンドで雇ったバグ
ベアをゾンビにして部屋の片隅に飾っています。（ジャスミンの香水は
ゾンビの臭い消しのためにまかれています）
　　ショッピングセンター店舗では孵化させたレッドドラゴンを育ててい
ます。（机の上の液晶モニタで店舗の内部の様子を伺うことができます）
カナル卿がこのレッドドラゴンを乗竜にしたいと希望しているので、研
究がてら育てていましたが、ここ1年で大型サイズまで育ったので、内
心早めに好事家に売り飛ばしたいと考えています。

・カナル卿：彼は当初、自分を永きにわたって封印していた者へ復讐のこ
とを考えていました。しかし今の時代の状況を北林から教わり、今この
世界で自分ができることを探すべく前向きに鍛錬と研究に励むようにな
りました。彼はリング・オブ・デスにいた頃に得た知識を北林に与え、
みかえりとして現代の知識と住まい、そして乗騎となるレッドドラゴン
を受け取りました。
　　彼は北林と共に古代の遺跡の発掘や調査に付き合っています。いつ
の日にか古代の知識を蘇らせ、再び「死」についての研究を進めたいと
思っています。

バグベア・ガード・ゾンビ
中型サイズのアンデッド
ヒット・ダイス：3d12＋3 （23hp）
イニシアチブ：＋0

移動速度：30フィート
アーマー・クラス：16 （＋5外皮、＋1レザージャケット）、接触10、立
ちすくみ16
基本攻撃／組み付き：＋1／＋4
攻撃：金属製バトン=＋4近接（1d6＋3／19－20）
全力攻撃：金属製バトン=＋4近接（1d6＋3／19－20）
接敵面／間合い：5フィート／5フィート
特殊攻撃：̶
その他の特殊能力：暗視60フィート、アンデットの種別特徴、ダメージ
減少5／斬撃、1アクションのみ

セーヴ：頑健＋1、反応＋1、意志＋3
能力値：【筋】17、【敏】10、【耐】̶、【知】̶、【判】10、【魅】1
技能：̶
特技：《追加hp》
脅威度：1
1アクションしかできないので、基本的にパーティにどんどん接近していっ
て下さい。
モダンのPCは銃所持のケースがほとんどなので、機会攻撃を受ける可能
性が少ないです。
また、隣接したPCが銃を撃とうとする場合は、容赦なく警棒で機会攻撃
を仕掛けていきましょう。
ダメージ減少5／斬撃のD&Dバージョンのデータを用いているので、壁
役として銃を撃つ位置取りや機会攻撃範囲でPCを苦しめる方向に動かす
と良いでしょう。

カナル卿
中型サイズの人型生物／元パラディン5／ストロングヒーロー1
ヒット・ダイス：5d10＋1d8＋18  （54 hp）
イニシアチブ：＋2
移動速度：20フィート
アーマー・クラス：24 （＋1【敏】、＋9鎧、＋3盾、＋1防御力）、接触
12、立ちすくみ23
基本攻撃／組み付き：＋6／＋8
攻撃：ロングソード＋1=＋9近接（1d8＋4／19－20） またはデザー
トイーグル=＋8遠隔（2d8）
全力攻撃：ロングソード＋1=＋9／＋4近接（1d8＋4／19－20） 
またはデザートイーグル=＋8／＋3遠隔（2d8）
特殊能力：スマッシュ（ストロングヒーロー：データ反映済み）
接敵面／間合い：5フィート／5フィート
セーヴ：頑健＋8、反応＋3、意志＋2
能力値：【筋】14、【敏】14、【耐】16、【知】10、【判】12、【魅】14
技能：〈隠れ身〉＋0、〈騎乗〉＋10、〈知識（宗教）〉＋8、〈知識（現代）〉
＋1、〈言語 （現代）〉2
特技：《強打》、《武器破壊強化》、《早抜き》、《個人用小火器習熟》
所持品：ロングソード＋1、フルプレート＋1、ヘヴィシールド＋1、デザー
トイーグル
脅威度：6
　堕ちたパラディンですが、まだブラックガードになっていないので特殊
能力は何もありません。この次でストロングヒーローを2レベルにして《薙
ぎ払い》と隠れ身を習得してからブラックガードに転職する予定ですが、
まだ成長途中です。
　フルプレートと盾を構え、腰には魔法のロングソードを下げていますが、
その後ろにデザートイーグルを準備してあります。

　最初にカナル卿の順番になったときに読み上げてください。

　「その目、その殺気。久しいものだ。殺し合いとはこうでなくてはな!
我輩の力、悠久の時を経ても衰えてはおらぬぞ!」
カナル卿は素早く腰に差した魔法のロングソード...をスルーして、そ
の陰からデザートイーグルを引き抜いた。

「これぞ騎士の力!人類の殺戮の文化の極みぞ !」オートマチックの威力に
酔いしれた騎士は君たちに向かって躊躇無く引き金を引いた。
ロングソードは使わずに《早抜き》でデザートイーグルを抜いて撃ちます。



8

騎士の悪夢は時を越えて
武器落としで落とされたり弾を撃ちつくしたときにはじめて剣を抜きます。
基本的にかなり硬いキャラなので、PC側は積極的に命中にアクションポ
イントを使用しないと厳しいでしょう。

オプション：盾の後ろにグロック、ガントレットの間にデリンジャーを仕
込んでひたすらガンマニアにしても良いでしょう。

北林
中型サイズの人型生物／スマートヒーロー3／オカルティスト4
ヒット・ダイス：7d6＋14  （41 hp）
イニシアチブ：＋2
移動速度：30フィート
アーマー・クラス：14 （＋2【敏】、＋2防御力）、接触14、立ちすくみ12
基本攻撃／組み付き：＋3／＋2
攻撃：ベレッタ93R=＋5遠隔（2d6）
全力攻撃：ベレッタ93R=＋5遠隔（2d6）
特殊能力：呪文抵抗9、畏怖すべき存在（半径10フィート 意思セーブ難
易度16 怯え状態 1d6＋3ラウンド）

接敵面／間合い：5フィート／5フィート
セーヴ：頑健＋8、反応＋3、意志＋2
能力値：【筋】8、【敏】14、【耐】14、【知】16、【判】10、【魅】16
技能：〈威圧〉＋13、〈解読〉＋12、〈交渉〉＋6、〈職能（不動産）〉＋6、〈精
神集中〉＋12、〈製作（化学）〉＋9、〈装置無力化〉＋9、〈知識（秘術伝
承知識）〉＋10、〈知識（歴史）〉＋9、〈爆破〉＋9、〈知識（テクノロジー）〉
＋9、〈研究〉＋9、〈魔法装置使用〉＋13、〈コンピュータ使用〉＋10
特技：《教養》、《学究》、《近距離射撃》、《精密射撃》、《個人用小火器習熟》、
《畏怖すべき存在》
所持品：ベレッタ93R（＋予備マガジン2つ）、スクロール：メイジアーマー
（CL1）×2、シールド（CL1）、
キュアライトウーンズ（CL1）×3、プロテクション・フロム・アロー／バ
レット（CL3）、レビテート（CL3）ネックレス・オブ・ファイアーボール
ズタイプ1（5d6が1回、2d6が1回）、ワンド・オブ・マジックミサイル（CL3）：
5チャージ
脅威度：7
　北林はオカルティストの能力で巻物を使用することができます。難易度
は20＋CLで判定基準値は＋13です。防火扉が閉まったり警報が鳴った
りなどした場合、侵入者との荒事に備えて、北林は自身にメイジアーマー
をかけます。そして窓の鍵を外して何時でも逃げられるようにしておきま
す。（落下距離は30フィートなので3d6ダメージです）
　北林が一旦逃走する場合：ここはカナルに任せて窓から飛び出して逃げ
出したり（余裕があればレビテートを使用しますが）うまく通路から階段
に逃げ出したりすることもできるでしょう。北林のIDカードであれば建
物の中でもどこへでも入れまし、ガードロボットを自由な設定で稼動させ
ることができます。ビルの中での追撃戦をしたり、敷地で護衛していたバ
グベアガードを呼び寄せて再戦を挑むこともできるでしょう。セッション
の時間に余裕がある場合に選択すると良いでしょう。
　ここで徹底抗戦の場合：プロテクション・フロム・アロー／バレットを
かけるとしばらくの間は10／＋1（30点分）が着くので銃攻撃に対して
かなり強くなります。また、シールドを使うことでカナル並みのACに持っ
ていくことも可能です。防御の体制が整ったらベレッタ93Rにて銃撃を加
えます。接近してくる相手には《畏怖すべき存在》で怯えさせて命中値を
下げることをお忘れなく。

店舗.レッドドラゴンの住処
　ショッピングセンター店舗の中は6歳のレッドドラゴン：ズーランの飼
育部屋となっています。入り口の電子錠は北林のIDカードでないと開き
ません。カード無しで開けるには〈装置無力化〉または〈コンピュータ使用〉
難易度30が必要です。
このパートは戦闘用ではなく、むしろ後日談や次のシナリオフックのため
のエピソードと言って良いでしょう。

　店舗の中は全ての壁や2階部分の天井などが取り払われた結果、大
きなスポーツ施設のようにひたすら広い空間が広がっている。200
フィート先にある反対側の壁には100インチの大型ディスプレイが置

かれて子供向けアニメ番組が放映されている。その手前に大型の赤い
ドラゴンがちょこんと座ってTVに見入っている。近くのコンテナには
食べかけの牛が何頭か積まれているようだ。TVと牛のつまみ食いに
夢中で、こちらにはまだ気づいていないようだ。

　カナルと共にレッドドラゴンの卵がテンポラルステイシスで保存されて
いました。北林がドラゴンの卵であることを発見し、孵化させて利用（も
しくは魔法の触媒にしたり、高値で売り飛ばしたり）することを思いつき
ました。ショッピングセンターの内装を全て取り払い、壁を防音効果の高
いものに取り替えて中で育てています。外界のことを教えるためにレッド
ドラゴンにTV番組を見せていたのですが、いつの間にかTVに夢中に
なるようになってしまいました。
　北林以上にカナルに懐いており、カナル卿を「お父さん」と呼んで慕っ
ています。彼と2人でTV番組を見て現代の勉強をすることもしばしばで
す。今年で6歳になり、大型に成長したので乗竜として仕えることも可能
になりました。

 ズーラン（ヴェリー・ヤング レッドドラゴン）
大型サイズの竜（火）
ヒット・ダイス：10d12＋30 （95hp）
イニシアチブ：＋0
移動速度：40フィート、飛行150フィート（貧弱）
アーマー・クラス：18 （－1サイズ、＋9外皮）、接触9、立ちすくみ18
基本攻撃／組み付き：＋10／＋19
攻撃：噛み付き=＋14近接（3d6＋5）
全力攻撃：噛み付き=＋14近接（3d6＋5）および爪（×2）=＋12近
接（2d6＋2）

および翼（×2）=＋12近接（1d6＋2）および尾の打撃=＋12近接（1d8
＋7）
接敵面／間合い：10フィート／5フィート（噛み付きは10フィート）
特殊攻撃：ブレス4d10（反応 難易度18 円錐形40フィート）
その他の特殊能力：[火 ]に対する完全耐性、[冷気]に対する脆弱性
セーヴ：頑健＋10、反応＋7、意志＋8
能力値：【筋】21、【敏】10、【耐】17、【知】12、【判】13、【魅】12
技能：〈威圧〉＋13、〈隠れ身〉－4、〈鑑定〉＋11、〈聞き耳〉＋14、〈交渉〉
＋3

〈視認〉＋14、〈捜索〉＋14、〈跳躍〉＋19、〈はったり〉＋12
特技：《複数回攻撃》、《肉体攻撃強化（噛み付き、爪）》、《強打》
脅威度：5

■冒険の結末
　カナルと北林を倒す、もしくは逮捕することが出来れば冒険はひとまず
終了です。ひとまずカガリシティに古代の死の教団をよみがえらせるとい
う企みを阻止することが出来ました。トミーからは冒険の報酬が振り込ま
れ、サーリからは特別ボーナスとしていまや貴重品となったトーチパール
がプレゼントされます。
　レッドドラゴンやカナルを殺さずに捕獲した場合は今後の彼らの処遇に
ついて考えなくてはなりません。取り分け幼いレッドドラゴンをどう扱う
か、エンディングで皆で納得がいくように話し合ってもらいましょう。
　北林を殺さずに捉え、管理ビルのオフィスの床から証拠書類を押収した
場合、後日行われる裁判で北林に有罪判決を渡す可能性があります。押収
した書類の枚数＋1d20の値が30を超えた場合、北林を有罪として所有
財産を根こそぎ頂くことができます。

■謝辞
　このシナリオを作成するに当たって、以下の方々にテスト・プレイヤー、
プレロールド・キャラクター作成、シナリオ設定についての協力していた
だきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
　Lapinさん、DM－SKMさん、D16さん、Kiryuさん、T_Nさん、
でみさん
　
　また、トーチポートの設定の使用を快諾して頂いた、いしかわさんにも
この場をお借りしてお礼申し上げます。
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