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■はじめに
“ ディスコ・ライト ” は、5 ～ 6 レベルの冒険者 4 ～ 6 人向けの d20

モダン向けにデザインされたシナリオです。登場するクリーチャーの中
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、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都市設定 “ 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組み込むことが可能です。

また、本作はダンジョンズ＆ドラゴンズ日本語版公式ホームページに
おいて公開されている、d20 モダン向けシナリオ『騎士の悪夢は時を越
えて』と同様の導入部分と背景設定を用いています。

■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（以降 d20

モダン）」「プレイヤーズ・ハンドブック第 3.5 版（以降 PHB）」、「ダンジョ
ンマスターズ・ガイド第 3.5 版（以降 DMG）」、「モンスターマニュアル
第 3.5 版（以降 MM）」が必要です。

d20 モダンは D&D 第 3.0 版と第 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。

■冒険のあらすじ
カガリシティでは、ある問題が深刻化しつつあった。それは "MoD"

と呼ばれる、依存性と習慣性が極めて高い麻薬の蔓延である。
シティの捜査官が調査した結果、それはマフィアの手によって流通し

ているものではなく、独自ルートによって若者を中心に広がっているこ
とがわかり、マフィア達もまた、その存在に躍起になっていた。

そんな中、一人の捜査官がディスコ・クラブ「スター・ダンス」を中
心にその麻薬が広がっていることを突き止めた。だが、直後に行方不明
となり、さらに相次いで別の捜査官までもが謎の惨殺死体となって発見
されたり、行方不明となる事件が頻発した。

十分な証拠はないまま、麻薬は蔓延。マフィアの抗争まで発展するこ
とを危惧して、シティの当局は腕利きの冒険者が集うバー「シャイニン
グ・アルバトロス」のマスターに、捜査を依頼した。

調査を請け負った（PC たちとは別の）冒険者探索チームは、細心の
注意を払いつつ「スター・ダンス」周辺において、徹底した調査や聞き

込みを行い、近くの下水道に何かが頻繁に搬入されている事実を突き止
めた。

その下水道の周辺では奇妙な生物群の目撃情報もあり、下水道への進
入・調査には、戦闘を含む危険が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。

「スター・ダンス」は渦
ウズナガ

流　努
ツトム

が経営するディスコ・クラブであるが、
その地下には MoD 麻薬の精製所がある。渦

ウズナガ

流はディスコに出入りして
いる若者を中心に MoD を売りさばいている。彼は最近になって香蘭と
名乗る美女から、この麻薬の存在を知った。莫大な富への欲望とマフィ
アへの復讐心、そしてマフィアの暴力によって失った自分の “ 声 ” を取
り戻そうとする渇望から、うまく乗せられて MoD を広めている。香蘭
は同時に力ある存在（すなわちデヴィルの配下）をも彼に与え、実質的
に力も与えた。

PC たちは下水道から地下の麻薬精錬所へと突入し、カガリシティに
邪悪な麻薬を蔓延させようとする香蘭の企みを阻止しなければならな
い。そして、彼らは光がきらめくディスコ・ホールにて一連の捜査官の
惨殺事件の張本人である強大な敵、“ ヘルキャット ” と戦わねばならな
いだろう。

■背景情報
MoD：MoDD とも呼ばれる麻薬です。若者を中心に流行し始めた麻

薬で、シティの社会問題となりつつあります。
その歴史はとても古く、数千年前には " モーデイン茶葉 " という名前

で知られていました。しかし、その製造方法は失われたとされ、現在まで、
この麻薬がカガリシティの歴史に登場したことはありませんでした。

もともとトーチ・ポート時代には、” モーデイン茶葉 ” はその名の通り、
蒸した茶葉から上る蒸気を吸い込むものでしたが、現在の科学技術の発
展により、麻薬成分を化学的に高純度で抽出し、液状にしてカプセルに
詰めた服用タイプのものが流通しています。

その、赤と青のカプセルには MoD の刻印と奇妙なマークの刻印がな
されています（後述のレルム・オヴ・デス参照）。

渦
ウズナガ

流　努
ツトム

：渦流は、カガリシティのロック・ミュージシャンの一人で
したが、デビュー数ヶ月後には麻薬所持疑惑と、マフィアの関係が報道
されてスキャンダルとなり、表舞台から消えることになりました。

実際、彼はマフィアに（金づるとして）良いように使われ、利用され
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ていました。

その後、渦流はディスコ・クラブ「スター・ダンス」を開店、経営を
始めますが、マフィアとの関係は完全には断ち切れてはいませんでした。

彼の持つミュージシャンとしての才能とカリスマは健在で、スター・
ダンスは大人気となりました。大金を得た彼は、次第にマフィアの存在
を鬱陶しく感じはじめ、ついには決別を決意します（これは「足を洗う」
という前向きなものではなく、「売り上げの独り占め」が目的です）。

これに気づいたマフィアは、当然のごとく渦流に報復を行い、彼は“声”
を奪われてしまいます。そして彼の心は歪み、マフィアへの復讐と、麻
薬と金におぼれてゆきます。現在、彼の声はコンピューターによる合成
ボイスです。

スター・ダンス：２年前に開店したディスコ・クラブで、渦流が経営
しています。開店時はマフィアへの借金で作った店でしたが、開店当時
から話題性と彼のカリスマの力により、一躍人気店となります。連日の
ように若者達が集い、夜を徹して踊り明かします。

１ヶ月前に、渦流がマフィアによって重症を負わされるという事件が
起きましたが、それは取締りの強化を誘う結果となり、ディスコからは
マフィアがいなくなり、店の人気は逆に上がりました。

ですが、よい事ばかりではなく、最近はこのディスコが若者達の麻薬
売買の取引き場所に使われている、などの噂がまことしやかにささやか
れています。

グレイ・ウルフ（グレイ一家）：カガリシティには、いくつかのマフィ
ア組織があるとされ、その１つがグレイ一家です。マフィアの中でも暴
力沙汰の事件がかなり多い、荒っぽい連中と評判です。その中枢は秘密
主義で、幹部らを表で見かけることはほぼありません。

グレイ一家は人間で構成されており、また末端の構成員まで人間のみ
です。他の種族の者を雇い入れることはあっても、構成員にすることは
ありません。また、グレイ家の敷地には番犬の代わりに狼を放し飼いに
しているとの噂から、グレイ・ウルフの異名がつきました。

香
コウラン

蘭：甘い香水の匂いが特徴的な、長い黒髪をした謎の美女で、名前
は偽名らしく、その姿もかりそめです。渦流にモーデイン麻薬の原料と
数々のフィーンド（デヴィル）の配下を与え、「麻薬がこの町に浸透し
た暁には “ 声 ” を取り戻させてあげる」と囁きかけて、裏で操っています。

その正体はエリニュス (MM p.�37) のメイジ／アークメイジ（URBAN 
ARCANA（未訳） p.60）です。いままでにも、彼女は様々な人間たちに
囁きかけ、悪行を行わせることで、カガリシティに災厄を振りまこうと
しています。

謎の組織「ミッドナイト・ウイング」の幹部でもあります。
以前、町の地下に封印されていたアンダーダークへの入り口をこじ開

け、カガリシティを危機に陥れようとした事がありますが、その企みが
青玉の魔女サーリ・ラターヌによって退けられて以降、彼女に対する激
しい対敵心を持っています。

青玉の魔女サーリ・ラターヌ： トーチ・ポートの地下を支配するサファ
イアドラゴン。カガリシティにおける彼女の立場については、ダウンロー
ド・シナリオ『騎士の悪夢は時を越えて』に記載があります。『君が作
る街　トーチ・ポート』p.6� 参照。（このシナリオでは登場はしませんが、
DM は自らのキャンペーンや、このシナリオを拡張するのに NPC とし
て登場させるのは自由です。）

レルム・オヴ・デス：MoD のカプセルに刻印したシンボルは、旧トー
チ・ポート時代のレルム・オヴ・デスのものです。

ですが、実はこれ自体に深い意味はなく、レルム・オヴ・デスに関わ
るものたちが本シナリオに出てくることはありません。

これは、香蘭の悪戯・遊びに近いもので、それは彼女が古い歴史の闇
を知っていることの主張のようなものであると同時に、サーリ・ラター
ヌへの挑発の意味でもあります。

バー「シャイニング・アルバトロス（輝くアホウドリ）」：バーとトミー
についての記載は、ダウンロード・シナリオ『騎士の悪夢は時を越えて』
にあります。

今回、ブルーハワイに付属するチェリー（後述の、「冒険の導入」参照）
は、トミーの自家製のもので、仕事内容の緊急性を表す小道具として用
いられています。

無論それが “ トミーの自家製 ” である必要はまったくないのですが、
困ったことに彼自身は、この様な小道具を結構気に入っているようです。
チェリーの他にも、いくつか危険な付属品があるという噂です。

ブルーとホワイト：バー「シャイニング・アルバトロス」のマスター、
トミーは、戦闘がある仕事をブルー、調査メインの仕事をホワイトと呼
んで区別し、派遣する人員も区別しています。

ミッションの範囲：PC たちの仕事には「MoD 工場の調査と確保」と「首
謀者の確保」となります。これは、実質的に対敵勢力の武力的排除を意
味しています。しかし、今回のクライアントは街中での銃撃戦を無制限
に許可しているわけではありませんし、一般市民への被害が出ることを
望んではいません。また、MoD 麻薬の製造法を探ることも必要になる
かもしれません。

■冒険の導入
プレイヤーキャラクター（PC）たちは、バー「シャイニング・アル

バトロス」のマスターに雇われている冒険者です。PC たちはバーで依
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。
さらに時間が限られる場合などには、下水道の入り口からシナリオを

開始してしまうのも良いでしょう。
逆に時間に余裕があれば、情報収集シーンから始めるか、最初の場面

でカーチェイスを盛り込むのも面白いでしょう。
次のページの文章を読み上げるか、プレイヤーに別紙で渡して読んで

もらいます。
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。
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時間は夜 �0 時。君たちは、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ていた。

相変わらず「どこから声を出してるんだ？」というくらい、声
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、カクテルを作る技能を向上
させる気は全くないようだ。

「さて、まずは一杯やりな。俺のおごりだ」
トミーはお決まりの言葉で君たちの前に、これまたお決まりの

カクテル：ブルーハワイのゴブレットを置いた。そこには ” あの凶
悪なチェリー ” が！トニーが示すブルーは、「戦闘がある肉体作業」
を意味する。その上に乗るチェリーは、緊急を要する仕事ってこと
だ。トミーの趣味で、依頼の説明の前にはこんな儀式が行われてい
るわけさ。

（ちなみに調査など頭脳系の仕事なら、ジンベースの " ホワイト・
レディ " が振舞われるのだが、いまだに白いカクテルを見たことは
無い。君たちとは別の冒険者グループに依頼しているってわけだ。）

いつもながらまずいのだろう。一級品のラムをベースにしてお
いて、どうして不

ま ず

味いカクテルを作り出せるのか、不思議でならな
い。そして一向に改善される様子はない。それどころか…いや、や
めよう。

それよりも問題は、今回はチェリーつきという点が問題だ。ト
ミー自家製の、彼ご自慢のチェリーだが、それ自体が危険極まりな
い品物で、仲間内では “ 赤い手榴弾 ” とか言われている。嘘か真か、
新人が口にして、悶絶して倒れたという伝説があるぐらいだ。

そして、当然カクテルに口をつけないことには話が始まらない
わけで…俺たちがいかに緊急の仕事を嫌っているかが分かるだろ。

意を決して、その ” なんとも例えようのない味 ” に悶絶しつつ、
トミーの話に耳を傾ける。

「スター・ダンスというディスコ・クラブの噂は知ってるな？
MoD の噂のあるディスコ・クラブだ。」

もちろん、聞いたことはある。何でも若者たちに大人気なスポッ
トらしいが、反面、黒い噂も多い。

「その MoD に関して言えば、シティー当局の上の連中だけじゃ
なく、マフィア連中まで相当頭を痛めているのさ。結構、店とのい
ざこざも多いって聞く。」

確かに、オーナーの渦流をマフィアが襲撃した事件は、記憶に
新しい。

「で、この状況でさらに困ったことが起こっている。」　
彼は急にゆっくりとした口調に切り替わる。

「この１週間で、MoD を捜査していた麻薬捜査官が既に４人も殺
されたり、行方不明になっちまったらしい。さすがに捜査官が４人
もいなくなっちまっちゃあ、捜査もお手上げってぇ訳だ。

そんで、こっちに泣きついてきたってところさ。な、今回はお
役人様がクライアントって訳で、申し分ないだろ？」

捜査官が４人も殺されていると言うのに、なにがどう申し分な
いのか大いに疑問だ。それに、なぜ ” チェリー ” －つまり至急－で
ある必要があるのか？

「捜査報告書とホワイトの調査では、MoD 工場ってのがディスコ
の地下にあるらしい。スター・ダンス近くの下水道には、定期的に
物資が秘密裏に運び込まれているそうだ。

また、その首謀者ってのがディスコのオーナー、渦流ってやつ
らしい。

ここで、あんたらの出番ってわけさ。工場の確認と首謀者の確
保が依頼の内容だ。簡単なもんだろ？」　

だから、捜査官が４人も殺されていると言うのに、それに首を
突っ込むのが「簡単」とは、つくるカクテルといっしょでまずい話だ。

それに、まだ ” チェリー ” がある理由は判らない。
「さあ、ここからが重要だぜ。
ホワイト達の報告ではまさに今夜が、その資材の搬入が行われ

るって日付けなんだ。しかも、今夜はちょうどクラブの定休日で、
あんたらがクラブで ” 何かやらかしても ” 被害は少ないって寸法さ。

ま、チェリーはそのグットタイミングへの、俺さまなりのサー
ビスってところだよ。ありがたいだろ、ええ？」

いらぬサービスに感謝しつつ、そこまで長い話しを聞かされた
ところで、「エンジェル」と呼ばれるバーテンが、代わりのアルコー
ルを持ってきてくれた。その美味さに今日は本当に涙が出そうだ。
これも、みんな不甲斐ない捜査官が悪い。

トミーはそんな我々の思いは知らぬ存ぜぬで話を続ける。
「あんたらは物資が運び込まれたところから、下水道に降りて追

跡し、MoD 工場を確認する。さらに、その首謀者を探し出し、身
柄を確保するってことになる。

首謀者には直接話を聞きたいらしいんで、殺さずに捕えろって
依頼だ。わかるな？」　

それって、つまり工場に突入して、一気に首謀者の身柄を確保
しろってことか。

「まあ、そう言うことだな。いつもながらの仕事で簡単だろ？」
あんたが言うのは、確かに簡単だ。現場に行くのは俺たちなん

だからな。
「悪いが、至急現場に向かってくれ。資材が搬入されるところか

ら、しっかり追跡してもらわないといけないからな。
報告書はこれだ。車の中で現場につくまでに目を通して、頭に

入れておいてくれ。
報酬はいつもの口座に振り込んでやる。あと、ミッションの内

容によっては特別報酬も出るらしい。せいぜい頑張れよ！」
君たちはトミーにありったけの感謝と呪詛の言葉をぶつけつつ、

装備を整えると現場に向かう車へと向かった。
今夜も長くなりそうだ…。

■出発
PC たちは、装備を整えるとすぐに車に乗り込み、目的地へと向かう

ことになります。パーティーは、バーを出る際に PC が渡された封筒の
中身として、報告書と下水道の見取り図（ハンドアウト１、２）をプレ
イヤーたちに渡します。

報告書には、渦流と捜査員の顔写真、殺害された捜査員の遺体発見現
場の検証写真、スター・ダンスの見取り図が含まれます。

目的地までは大型のバン（これは害虫駆除業者の車両に偽装していま
す）にて �5 分ほどで、車には以下の装備が既に搬入されています。

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。複数人同時通話可能。

暗視ゴーグル（人数分）：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。

拳銃用のサイレンサー（ハンドガン用のみ）

サップ：人数分（渦流拿捕用）。

その他：害虫駆除業者の制服、殺虫剤などの偽装用の備品がいくつか
あります。これらは擬装用であり実際に効果のあるものはありませ
ん。
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ディスコ・ライト
■冒険
1. 下水道の入り口とグレイ・ウルフ

下水道の入口から１ブロックほど離れた路地に車を停め、君た
ちは装備を整えると、静かに目的地へと向かった。

そこには大型の黒いバンが２台と、それを取り囲むように灰色
のベンツ３台が停めてあり、やはり灰色のスーツに身を固めた男が
４人いる。

そのうち１人が周囲を警戒し、１名が下水道の入り口を見張っ
ている。そして、残る２名が一人の女性をベンツに押し付けるよう
にして、尋問のようなことをしている。

君たちはすぐにその光景に違和感を覚えた。情報ではバンが２
台だけだったと言うこともあるが、何よりも情報になかった連中、
灰色のスーツの男達には覚えがあった。マフィア「グレイ・ウルフ」
の連中だ！

どうやら、今回の情報はマフィアも入手していて、搬入時を狙っ
て襲撃したのだろう。灰色のスーツの男たちは、手にサイレンサー
付きの自動拳銃を持っており、よく見れば、バンの助手席からは血
だらけの手が、力なく垂れている…。

女性には見覚えがないが、長い黒髪が印象的である。派手な格
好からして、たまたま居合わせてしまったのかもしれない。彼女は
２人の男に銃を突きつけられ、脅されるように尋問を受けているよ
うだ。

グレイ・ウルフのメンバーは全部で８人いました。彼らは、ここで
待ち伏せし、資材搬入のバンが到着するのを待ち構えていました。グレ
イ・ウルフたちは、作業員がバンを降りるや否や襲い掛かりました。運
良く生き残った１名が下水道へと逃げ込んだため、それを追って４人の
マフィアが下水道に入って行きましたが、まだ戻ってきていません。

周囲を警戒している一人（マップの A の位置）は常に出目 �0 にて視
認および聞き耳判定を行っています。従って、PC が隠れ身か忍び足で
近づこうとした場合の難易度は基本値が �4 であり、�0 フィート離れる
毎に－１です（出目 �0 ＋技能ランク６－夜間またはエンジン音による
状況ペナルティ２＝１４）。

PC 達が様子をうかがっていると、時間の経過にともなって以下のよ
うなイベントが発生します。

１分後：下水道を見張っている一人（マップ上の B の位置）が下水
道に入った仲間と無線が通じないと話している（聞き耳の難易
度は �4 ＋ �0 フィート離れる毎に１）。

２分後：女性が車（マップの C の車）に乗せられてしまい、男の一
人が運転席に乗り込む。残った男は下水道を見張っている一人
のところへ向かう。

３分後：女性を乗せた車が走り去る。聞き耳判定で難易度 �2 ＋ �0
フィート離れる毎に１を達成すれば、「状況の説明と応援を呼び
に言ってくる」という内容の会話を聞き取れる。ただ、実際には、
運転中の男はこの時点で香蘭によってチャームされているため、
応援が来ることはない。残された３人の男が悪態をつきながら
死体をバンの荷台に放り込み始める。

５分後：死体を片付け終わると、車を一列になる様に移動させる。
その後３人は周囲を警戒しながら応援来るのを待つ。

その後：彼らは最大 30 分間警戒を継続するが、そのあと車（一人は
バンを強奪する）に乗り込み本部に帰る。この場合、その１時
間後にグレイ・ウルフの増援部隊（車４台で �0 名ほど）が来
ることになる。

戦闘：PC との戦闘になると彼らはサイレンサー付きの拳銃（コルト 
M�9��）で躊躇なく応戦します。しかし、三人が倒されると残った一
人は車に乗り込み逃走しようと試みます。

彼らの体を捜索すればグレイ・ウルフのメンバーであることを示す刺

青を右手の腕にしていますが、武装以外の他のものは何も持ってはいま
せん。

グレイ・ウルフのメンバー×４（ファスト／タフ　オーディナリー） 
「d20 モダン」の 249 ページのファスト／タフ　オーディナリーの低レ
ベル・ギャングの手下と同じです。

女性：女性を助けた場合、彼女は自分を香蘭と名乗り、丁寧に礼を
述べます。彼女はスター・ダンスに行ったら、休みだったので帰る途中
であったと話してくれるでしょう（彼女の〈はったり〉の修正値は +22
であるが、真意看破による対抗判定に成功すれば、それが嘘であること
を見抜くことも可能です）。

彼女が目撃したのは既に襲撃後であったが、彼女は４人が下水道に
入っていったことは知っていて、素直に教えてくれます。

また、スターダストについて聞かれれば、休みだが電気がついていた
ことを教えてくれます（真実なので〈はったり〉の必要はありません）。

彼女は麻薬（MoD）を使用していないし、所持もしていません（当然
存在は知っているので、詳しく聞かれれば〈はったり〉を用います）。

また、彼女は特に話がなければ、足早に立ち去ります。PC 達がどこ
かに保護しようとすれば素直に従います（彼女自身はいつでもテレポー
トやディメンジョン・ドアを用いて逃げることができるのです）。

ただし、PC たちとともに下水道へ行くことはなく、この場で待って
いることもありません。

バン：それぞれの運転席に１体の死体があります。彼らは渦流が雇っ
た作業員です。どちらも銃で撃たれて死んでおり、めぼしい物は持って
いません。

運転席には簡易活性炭マスクが２つあり、さらに難易度 �2 の〈捜索〉
に成功すれば、パスキー（荷物搬入のために下水道内の工場の扉を開け
る鍵）を見つけることができます。

荷台を空けるとドクダミに似た匂いがあふれ出し、簡易マスクを装着
していないなら、難易度 �� の頑健セーヴに成功しないと吐き気状態と
なります（�d4 分間）。中にはそれぞれ �0 袋ぐらいの大きな麻袋が詰まっ
ており、その中には乾燥したヤツデのような葉っぱがぎっしりと詰まっ
ています。これらの葉っぱがモーデインであり、MoD の原料です。

バンを充分に捜索することにし、難易度 30 の〈捜索〉判定に成功す
ればタイヤに砂がついていたり、ホイール等には錆などがあったりする
ことがわかります。これは難易度 �5 の〈調査〉の判定に成功すれば、
砂浜を走っていたことがわかります。

下水道の入り口：入り口は開けられており、付近には１体の撃ち殺さ
れた死体があります（搬入作業員）が、他にはゴミや資材以外何もあり
ません。難易度 20 の〈聞き耳〉判定に成功すれば下水道の奥から水の
中に何かが飛び込むような音を聞くことができます。
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グレイ・ウルフ　　　　香欄

ディスコ・ライト
■ DM 用マップ 下水構入り口付近

PC たちの進入路
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ディスコ・ライト
２. 下水道　＜入り口付近＞

下水からは特有の臭気が押し寄せてくる。下水道には時折保守
用の暗い明かりが取り付けられているが、全体的に薄暗く、不気味
な雰囲気が漂っている。

下水道の奥からは、下水の流れる音や排水音に混じって、時折
ネズミの鳴き声やキーキーと鳴くような声が聞こえてくるが、逃げ
た作業員やマフィアたちの声は聞こえては来ない。

難易度 �8 の〈聞き耳〉判定に成功すれば、奥から「パシャ」という
水を叩くような音がわずかに聞こえます。さらに達成値が 30 を超えれ
ば下水の奥のほうからは金属がぶつかり合うような反響音が時折聞こえ
てきます（" ５. ため池 " を参照）。

難易度 22 の〈視認〉判 定に成功するか、入り口付近を〈捜索〉して、
達成値が �7 以上であれば、まだ温かい薬莢が幾つか落ちていているこ
とに気がつきます。

下水の深さは特に明記がない限り �0 フィートです。落ちるか転落し
た場合は難易度 �2 の頑健セーヴに成功しないと �d6 ラウンド間、吐き
気状態となります（毎ラウンド判定が必要）。〈水泳〉に必要な難易度は
�8 です。濁った下水の水は５～ �0 フィート以上離れたクリーチャーに
視認困難、�5 フィート以上では完全視認困難を与えます。

３. 下水道　＜瓦礫の山＞

下水に瓦礫が高く積まれており、下水の流れが悪くなっている。
瓦礫の山には、腐った木片からタイヤ、錆びた自転車まで、様々な
ものが積み上がってゴミ置き場と化しており、強烈な臭気が漂って
いる。

ネズミの巣：（本エンカウンターは必要に応じて使用してください。）
瓦礫の山は凶暴なドブネズミ（ダイア ･ ラット）たちの格好の隠れ家と
なっています。PC が近づくと、数匹の大きなネズミがキーキーと威嚇
の声を上げながら瓦礫の隙間から出てきます。

もし PC が（サイレンサー無しで）銃を発射するか、大きな音を立て
れば（それが命中するか否かに関係なく）、ネズミたちはいったん奥に
隠れます。しかし、PC が死体に近づこうとするなら再びやってきて襲
いかかって来ます。

ボス・ネズミ（強大化したダイア ･ ラット）
小型サイズの動物
ヒット・ダイス：3d8 ＋ 3 (�6 hp) 
イニシアチブ：＋ 3
移動速度：40 フィート、登攀 20 フィート
防御力：( アーマー・クラス )�5 ( ＋ � サイズ、＋ 3【敏】、＋ � 外皮 )、
接触 �4、立ちすくみ �2
基本攻撃／組み付き：＋ 2 ／－ 2
攻撃／全力攻撃： 噛みつき＝＋ 6 近接 (�d4 + 病気 )
接敵面／間合い： 5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：病気
その他の特殊能力：夜目、鋭敏嗅覚
セーヴ：頑健＋ 4、反応＋ 6、意志＋ 4
能力値：【筋】�0､【敏】�7､【耐】�2､【知】�､【判】�2､【魅】4
技能：〈登攀〉＋ �2、〈隠れ身〉＋ 8、〈聞き耳〉＋ 5、〈視認〉＋ 5、〈忍
び足〉＋ 4、〈水泳〉＋ ��
特技：《鋭敏感覚》、《武器の妙技》、《回避》
脅威度：�

ダイア ･ ラット×５
小型サイズの動物
ヒット・ダイス：�d8 + � (5 hp) 
イニシアチブ：＋ 3
移動速度：40 フィート、登攀 20 フィート
防御力：( アーマー・クラス )�5 ( ＋ � サイズ、＋ 3【敏】、＋ � 外皮 )、
接触 �4、立ちすくみ �2　
基本攻撃／組み付き：＋ 0/ － 4
攻撃／全力攻撃： 噛みつき＝＋ 4 近接 (�d4 ＋病気 )
接敵面／間合い： 5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：病気
その他の特殊能力：夜目、鋭敏嗅覚
セーヴ：頑健＋ 3、反応＋ 5、意志＋ 3
能力値：【筋】�0､【敏】�7､【耐】�2､【知】�､【判】�2､【魅】4
技能：〈登攀〉＋ ��、〈隠れ身〉＋ 8、〈聞き耳〉＋ 4、〈視認〉＋ 4、〈忍
び足〉＋ 4、〈水泳〉＋ ��
特技：《鋭敏感覚》、《武器の妙技》
脅威度：�/3

MM p.�27 を参照。

ビリーの死体：難易度 �8 の〈視認〉判定に成功するか、瓦礫に対し
て難易度 �3 の〈捜索〉判定に成功すれば、瓦礫にまじって死体がある
ことを見つけることが出来ます。死体は腐敗と損壊（ネズミにかじられ
て白骨化している）が激しく、顔を判別することは困難ですが、難易度
�8 の〈捜索〉判定に成功すれば、ボロボロになった捜査官、ビリーの
身分証と、錆びているベレッタ 92F（使われた様子はない）を見つける
ことが出来ます。

また、難易度 20 の〈負傷治療〉判定に成功すれば死因が拳銃で心臓
付近を打ち抜かれたことによるものであること、さらに達成値が 25 を
超えたなら、背中側から打たれていることが判明します。

さらに難易度 �8 の〈調査〉判定に成功すれば、彼は密接距離から１
発でしとめられており、それが 45 口径の銃（相沢が隠し持っているデ
リンジャー）であることがわかります（これは、裏切り者である相沢に
よって殺されたことを示唆している）。

４. 下水道　＜インプの罠＞

下水のサイド・ウォークに１体の死体があることに気がつく。
グレイのスーツを着ていることから、恐らくマフィアの連中であろ
う。

この付近には２体のインプがおり、下水道に入ってくるものの警戒役
を務めています。彼らはクロコダイル（中型）に変身しており、下水か
ら目と鼻だけを出して身を潜めています。クロコダイルに変身したイン
プの〈隠れ身〉は出目 �0 ＋技能ランク６＋【敏】１＋《忍びの者》２
＋クロコダイルのカバーボーナス �0 ＋状況ボーナス１＝ 3� です。

彼らは PC が近づくのをじっと待っており、攻撃できる範囲にきたら
その噛みつきか尻尾による打撃によって不意をつきます。

死体：銃弾の跡はなく、数箇所に深い切り傷があります。また、死体
はまだ温かい。難易度 �5 の〈負傷治療〉判定に成功すれば、それらの
切り傷が噛み跡であることがわかり、直接の死因は後頭部への打撲であ
ることがわかります。

不意に、下水がまるでそれ自体が生き物であるかのように盛り
上がったかと思うと、そこに君に噛みつこうとする牙だらけの大き
な口が開いているのをみてぎょっとする。そして、ようやくその正
体がワニであることに気がつく！

下水の中にいる間、クロコダイル（下水インプが変身した姿）は陸か
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 インプ（クロコダイル）        ヘルハウンド ( 警戒している場合 )  ガード（警戒している場合）

３. 瓦礫の山

４. インプの罠

５. ため池

６. 工場の入り口と番犬

A

A

秘密の入口

ディスコ・ライト
■ DM 用マップ  下水道
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ディスコ・ライト
らの攻撃に対してカバー状態にあり、AC に＋８、反応セーヴに＋４の
カバーボーナスを得ています。また、下水に潜ったクロコダイルを攻撃
する場合は命中判定に－２ペナルティが課せられ、濁っていることによ
りクロコダイルは視認困難の利益を得ています。

クロコダイル（別形態に変身中の下水インプ）
中型（超小型サイズの来訪者 ( 悪、秩序 )）
ヒット・ダイス：3d8 ＋ 3(�6 hp) 
イニシアチブ：＋ �
移動速度：20 フィート、水泳 20 フィート
防御力 ( 水中では＋ 8)：( アーマー・クラス )�5 ( ＋ �【敏】、＋ 4 外皮 )、
接触 ��、立ちすくみ �4　
基本攻撃／組み付き：＋ 3 ／＋ 7
攻撃：噛みつき＝＋ 7 近接 (�d8+6) または尾＝＋ 7 近接 (�d�2+6)
全力攻撃：噛みつき＝＋ 7 近接 (�d8+6) または尾＝＋ 7 近接 (�d�2+6)
接敵面／間合い： 5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：組み付き、擬似呪文能力
その他の特殊能力：別形態、ダメージ減少５／善または銀、暗視 60

フィート、高速治癒２、毒に対する完全耐性、火への抵抗５
セーヴ：頑健＋ 6、反応＋ 4、意志＋ 4
能力値：【筋】�9､【敏】�2､【耐】�7､【知】�0､【判】�2､【魅】�4
技能：〈隠れ身〉＋ 9*、〈聞き耳〉＋ 7、〈交渉〉＋ 8、〈サバイバル〉＋ �、〈視

認〉＋ 7、〈忍び足〉＋ ��、〈呪文学〉＋ 6、〈捜索〉＋ 6、〈知識：秘術
伝承知識〉＋ 6

特技：《追加 hp》、《忍びの者》
脅威度：２

MM p.�37 および p.27� を参照。ただし、下水インプは通常のインプ
と下記の点が異なります。

・飛行能力を失う代わりに、水泳速度 20 フィートを得る。
・擬似呪文能力のインビジビリティの変わりに、スパイダークライム。
・別形態の動物は次のいずれかである：クロコダイル、ラット、バット、

モンストラス・スパイダー。

戦術：彼らは（ダメージ減少を持つものの）hp が少ないことから、
基本的にヒット・アンド・ウェイ戦法をとります。１回でも敵からの攻
撃が命中すると、一旦水の中に身を潜め、高速治療によって hp が回復
するのを待ちます。hp が回復すると再び浮上して、相手の不意をつこ
うとします。また、PC が生きている限り、下水の中を追っていきますが、
下水から外に出て追跡することはありません。

彼らは死ぬと元のインプの姿に一瞬戻りますが、その後すぐに黒い霧
となって消散します。難易度 �3 の〈知識：秘術伝承知識〉に成功すれば、
悪魔の下級種であるインプであることがわかります（影の存在です）。

悪魔（デヴィル）については〈知識：神学と哲学〉、〈知識：秘術伝承
知識〉、〈知識：歴史〉のいずれかで達成値が �8 以上であれば、悪の次
元界から来た来訪者であり、カガリシティではもう千年以上も悪魔たち
が目撃された例がないことがわかります。

クロコダイルは苦痛のうめき声を上げて倒れると、驚くべきこ
とが起こった。クロコダイルの体は見る見るうちに小さくなると、
コウモリに似た羽を生やした、奇怪で小さな人型生物へと変わった。
そう思った次の瞬間には、それは黒い霧となって霧散してしまった。

５. 下水道　＜ため池＞

そこは下水道の大きなため池のようになっており、向かって左
側の底には排水口があるらしく水が流れ落ちているのがわかる。そ
の水面には２つのドラム缶が浮き沈みながらぶつかっていて、時折 ”

ガツン ” と言う音を立てている。
この空間の天井の高さは 30 フィートほどもあり、この下水の深

さはかなり深いものに思える。

蜘蛛の巣：天井付近 30 フィートの高さにあります（マップ参照）、
これは昔にモンスタラス・スパイダーによって作られたものですが、既
にその主はいません。難易度 25 の〈視認〉か難易度 20 の〈調査〉判
定に成功すれば、それがかなり古いものであることがわかります。また、
達成値が 20 を超えればそこにボロボロになったポーチが引っかかって
いることに気がつきます。

蜘蛛の巣を取り払うか、焼けばポーチを入手できます。
蜘蛛の巣：硬度 0、hp�2、ダメージ抵抗 5 ／－を持つ。

ポーチ：このポーチはその昔、冒険者のハンターの物でした。既にポー
チは壊れていますが、中の物は幾つか使えそうなものがあります。

・美しいルーン文字が彫りこまれた銀の弾丸 （PC が所持するハン
ドガン用）25 発（弾丸 +�、悪の来訪者ベイン。ただし、湿気っ
ておりそれぞれ 20%の確率で不発）。

・ポーションが３本（キュア・ライト・ウーンズ ×２、エイド ）。
これらはヘブライ語で名前（効果）が書かれている。

ドラム缶：中にはガソリンを含む廃油が入っており、銃弾などで引火
し爆発する危険があります。難易度 20 の〈視認〉判定に成功すれば、
ドラム缶の回りに、油のようなものが浮いていることに気がつきます。

火を投げ入れた場合、水面の油に引火し、その次のラウンドに２つの
ドラム缶は大爆発を起こします。

ドラム缶を銃で撃った場合、ドラム缶の硬度 9 を貫通した１ダメージ
につき５%の確率で爆発するか、ドラム缶に当たった時の火花によって、
水面の油に引火する可能性が �0%あります。

片方のドラム缶が爆発すると、即座に隣のドラム缶も誘爆します。爆
発はこのため池内部を炎で包み、中にいるものに 2d6 の衝撃ダメージ
と 5d6 の炎ダメージを与えます（難易度 �4 の反応セーヴに成功すれば
ダメージは半減する）。これにより天井の蜘蛛の巣は破壊され、ポーチ
は下に落ちて来ます（ポーチ自体は破壊されるが中身は無事です）。

また、爆発した場合は工場の警戒が強くなります。

６. 下水道　＜工場の入り口と番犬＞
　PC が大きな音（爆発音等）をさせているかで、状況は異なります。

以下は、大きな音を立てていない場合です。

緩やかな階段を登った先に不自然にボートが止められているの
を発見する。

またその角には１体の焼焦げた死体がある。

ボート：一般的なゴムボートで、難易度 25 の〈捜索〉に成功すれば
ゴムボートの底の隙間に MoD が挟まっていることに気がつきます。

秘密の扉：角の南側には秘密の扉があります。しかし、この扉はそれ
ほど精巧なものではなく、かすかに中から光が漏れています。従って、
近くを通ったものは難易度 �5 の〈視認〉判定に成功することで光が漏
れていることに気がつきます。また、光源が無い状態では目立つため難
易度は＋ 2 の状況ボーナスが与えられます。

難易度 20（光が漏れていることに気づいている場合は難易度 �2）の
〈捜索〉判定によって扉の開閉機構を見つけることが可能です。扉に鍵
はなく、扉は左側の壁にスライドして開きます。

死体：ヘルハウンドによって焼かれた死体で、インプに襲われ、ここ
まで逃げてきたマフィアのものです。難易度 �5 の〈調査〉判定に成功
すれば、それが火炎放射器のような可燃性の化学物質によるものではな
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いことがわかります。また、まだ温かいです。

もし、PC が下水道内で大きな音（爆発音等）をたてている場合は以
下のようになります。

緩やかな階段を登った先に不自然にボートが止められているの
を発見する。その角には１体の焼焦げた死体があり、赤黒く恐ろし
げな犬と一人の武装した男が周囲を警戒している。

下水道の壁が奇妙に開いており、そこが秘密の抜け穴のように
なっているのが伺える。

男は君たちを発見すると、犬を君たちにけしかけると共に銃を
構える。黒い犬は威嚇するようなうなり声を発すると、激しく吠え
たける。そして、鋭利な牙がぎらついた口を開くと、その喉奥には
赤い炎の塊が見える！　その刹那、炎が口から本流となって君たち
を襲う！

ヘルハウンド
中型サイズの来訪者 ( 悪、秩序、他次元界、火 )
ヒット・ダイス： 4d8 ＋ 4(22 hp) 
イニシアチブ：＋ 5
移動速度：40 フィート
防御力：( アーマー・クラス )�6 ( ＋ �【敏】、＋ 5 外皮 )、接触 ��、
立ちすくみ �5
基本攻撃 / 組み付き：＋ 4/ ＋ 5
攻撃 / 全力攻撃： 噛みつき＝＋ 5 近接 (�d8+�+�d6 火）
接敵面 / 間合い： 5 フィート /5 フィート
特殊攻撃：ブレス攻撃、炎の噛みつき
その他の特殊能力：暗視 60 フィート、火に対する完全耐性、冷気へ

の脆弱性
セーヴ：頑健＋ 5、反応＋ 5、意志＋ 4
能力値：【筋】�3､【敏】�3､【耐】�3､【知】６､【判】�0､【魅】６
技能：〈隠れ身〉＋ �3、〈跳躍〉＋ �2、〈聞き耳〉＋ 7、〈サバイバル〉

＋ 7*、〈視認〉＋ 7、〈忍び足〉＋ �3、
特技：《イニシアチブ強化》、《疾走》、《追跡》
脅威度：３

　MM p.226 を参照。

人間のガードＡ（タフ　オーディナリー２）
中型サイズの人型生物
ヒット・ダイス：2d�0 ＋ 4 (�5 hp) 
イニシアチブ：＋ 2
移動速度：30 フィート
防御力：( アーマー・クラス )�5 ( ＋ 2【敏】、＋ � レザー・ジャケット、

＋ 2 クラス )、接触 �4、立ちすくみ �3
基本攻撃 / 組み付き：＋ �/ ＋ 3
攻撃 / 全力攻撃： ウージー＝＋ 3 遠隔 (2d6) またはウージー（全自動）

＝－１遠隔 (2d6) またはクラブ＝＋ 3 近接 (�d6+�）
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
セーヴ：頑健＋ 4、反応＋ 2、意志＋ �
能力値：【筋】�3､【敏】�4､【耐】�5､【知】�0､【判】�2､【魅】８
技能：〈視認〉＋ 6、〈聞き耳〉＋ 4、〈動物使い〉＋ 6
特技：《個人用小火器習熟》、《動物の友》、《単純武器習熟》、《近距離射撃》
脅威度：１
所持品：レザー・ジャケット、ウージー、マガジン×２
備考： 職種（田舎暮らし）

戦術：ヘルハウンドは最初にブレス攻撃を行い、PC たちを出来るだ
けその範囲に入れるようにします。一方人間のガードは、ダメージを受
けるまでは銃で応戦しますが、１点でもダメージを受けるとすぐに逃げ

出し、応援を呼ぼうとします。

７. 工場の入り口　＜守衛室への通路＞
PC が大きな音（爆発音等）をさせているかどうかで、状況は異なり

ます。以下は、大きな音を立てていない場合です。

秘密の扉はスムーズに開くと下水道とは違った臭気が微かに
漂ってくる。それは、微かなドクダミのようなに臭いだ。

通路の突き当りには大きく黒い犬－番犬が寝そべっているが、
幸いなことにこの臭気のおかげで、まだ気が付かれてはいないよう
だ…。

その向こうには頑丈そうな鉄の扉がある。

ここはガードが詰めている部屋で、通常は１人のガードが常駐してい
ます。現在、部屋の中でガードが TV を見ています。

ヘルハウンドは達成値 �7 で常に聞き耳をしています。また、ガード
の聞き耳は＋ 4 であり、TV に夢中になっているために－１の状況ペナ
ルティが課せられています。また DC は扉越しなので＋ 5 される点に注
意してください。ヘルハウンドは PC が音を立てるか、攻撃すれば、即
座に反応し、（自分のイニシアチブの手番で）吠えたけます。これによ
りガードは侵入者を発見することとなります（ガードがその声を聞くた
めの難易度は５。従って、２以上で気がつくことができます）。

扉：硬度 �0、hp60。最初、扉の鍵は開いていますが、ヘルハウンド
が吠えてしまうと、ガードは次の手番で鍵をかけてしまい、仲間が来る
までの時間を稼ごうとします。

鍵はカード式で開錠にはパスキー（バンで見つかるもの）を用いるか、
難易度 25 の〈コンピューター使用〉判定に成功する必要があります。

手際よくヘルハウンドを始末できれば、ガードに気が付かれる前に奇
襲することができます。扉に対して難易度 �2 の〈聞き耳〉判定に成功
すれば、以下のような会話（実際には TV の音声）を聞くことができます。
内容に関しては重要ではないので、適宜変更してかまいません。

ラウンド 内容

１
A「よっトム。調子はどうだい？」
B「やあジョン、まあまあだね・・・」

２
A「なんか、あんまり調子よくなさそうだな。」
B「う～ん、この所、運動不足でね。」

３
A「ちゃんと運動しないと体に悪いぞ。」
B「そうなんだよ。最近おなか周りも気になるし・・・」

４
A「Oh、確かにちょっとそのお腹は、まるでカエル人間ね」

（数人の笑い声）
B「ジョンは相変わらずで、羨ましいよ」

５
A「まあね、毎日仕事中でも鍛えてるからね。」
B「え、仕事中でも！？」
A「そうさ。実は今でも鍛えている最中なんだよ」

６
B「な、なんだってぇ！」
A「はっはっは。じゃあ、特別にトムとあなたにだけ、そ

の秘密を教えちゃいましょう！」

７
ここで BGM が流れ、ナレーションが入る

C「これを装着するだけで、日頃の運動不足の解消だけで
なく、理想的なプロポーションはあなたのもの！」

以下、適当に TV ショッピング風に続けてください。ただし、20 ラ
ウンド目には、扉が開く音とともに、「テレビばっかり見やがって、そ
ろそろ、見回りの時間だ！」という声が聞こえてきます（３人のガード
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7. ＜守衛室への通路＞

8. ＜守衛室＞

9. ＜廊下＞

10. ＜原料倉庫＞

11. ＜ガードたちの宿舎＞

12. ＜ MoD 工場＞

13. ＜監視ルーム＞

14. ＜動力室＞

下水道から
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が来ます）。また、2� ラウンド後には手に武器を持ち、22 ラウンド後
には下水道への扉が開きます。

PC が既に大きな音を立てている場合、この部屋の扉は開けっ放しで
あり、中には４人（A および B ×３）のガードが待機しています。

人間のガードＢ（タフ　オーディナリー２）×３
中型サイズの人型生物
ヒット・ダイス：2d�0 ＋ 4 (�5 hp) 
イニシアチブ：＋ 2
移動速度：30 フィート
防御力：( アーマー・クラス )�5 ( ＋ 2【敏】, ＋レザー・ジャケット ,

＋ 2 クラス )、接触 �4、立ちすくみ �3
基本攻撃／組み付き：＋ � ／＋ 3
攻撃／全力攻撃： ウージー＝＋ 3 遠隔 (2d6) またはウージー（全自動）

＝－１遠隔 (2d6) またはクラブ＝＋ 3 近接 (�d6+�）
接敵面／間合い：5 フィート /5 フィート
セーヴ：頑健＋ 4、反応＋ 2、意志＋ �
能力値：【筋】�3､【敏】�4､【耐】�5､【知】�0､【判】�2､【魅】８
技能：〈視認〉＋ 6、〈聞き耳〉＋ 3、〈跳躍〉＋ 4、〈登攀〉＋ 4
特技：《個人用小火器習熟》、《近距離射撃》、《単純武器習熟》、《精密射撃》
脅威度：１
所持品：レザー・ジャケット、ウージー、マガジン×２
備考：職種（冒険者）

戦術：彼らは地の利を利用して決して無理をしようとはしません。ま
た、必要に応じて、応援（ガードとリーダーに加えて相沢）を呼びます。

応援：

人間のガードＣ（タフ　オーディナリー２）×１

中型サイズの人型生物
ヒット・ダイス：2d�0 ＋ 4 (�5 hp) 
イニシアチブ：＋ 2
移動速度：30 フィート
防御力：( アーマー・クラス )�5 ( ＋ 2【敏】, ＋ � レザー・ジャケット ,

＋ 2 クラス )、接触 �4、立ちすくみ �3
基本攻撃／組み付き：＋ � ／＋ 3
攻撃／全力攻撃：ウージー＝＋ 3 遠隔 (2d6) またはウージー（全自動）

＝＋ 3 遠隔 (2d6) またはクラブ＝＋ 3 近接 (�d6+�）
接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
セーヴ：頑健＋ 4、反応＋ 2、意志＋ �
能力値：【筋】�3､【敏】�4､【耐】�5､【知】�0､【判】�2､【魅】８
技能：〈視認〉＋ 6、〈聞き耳〉＋ 4、〈手先の早業〉＋ 7
特技：《個人用小火器習熟》、《高等火器習熟》、《単純武器習熟》、《精

密射撃》
脅威度：１
所持品：レザー・ジャケット、ウージー、マガジン×２、クラブ
備考：職種（犯罪者）

人間のガード・リーダー（タフ　オーディナリー４）
中型サイズの人型生物
ヒット・ダイス：4d�0 + �� (33 hp) 
イニシアチブ：＋ 3
移動速度：30 フィート
防御力：( アーマー・クラス )�7 ( ＋ 3【敏】、＋ � レザー・ジャッケッ

ト、＋ 3 クラス )、接触 �6、立ちすくみ �4
基本攻撃／組み付き：＋ 3 ／＋ 4
攻撃／全力攻撃：ウージー＝＋ 6 遠隔 (2d6) またはウージー（二連射）

＝＋ 4 遠隔 (3d6) またはウージー（全自動）＝＋ 2 遠隔 (2d6) またはク
ラブ＝＋ 4 近接 (�d6+�）

接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
セーヴ：頑健＋ 4、反応＋ 4、意志＋ 2
能力値：【筋】�3､【敏】�6､【耐】�4､【知】�0､【判】�2､【魅】８
技能：〈視認〉＋ 7、〈聞き耳〉＋ 4、〈登攀〉＋ 3、〈運転〉＋ 7、〈知

識：戦術〉＋ 3
特技：《個人用小火器習熟》、《単純武器習熟》、《近距離射撃》、《二連射》、

《追加 hp》
脅威度：３
所持品：レザー・ジャケット、ウージー、マガジン×３、クラブ
備考：職種（軍人）

相沢（ファスト　ヒーロー２／デディケイト　ヒーロー２）
中型サイズの人型生物
ヒット・ダイス：2d8 ＋ 2d6 ＋ �� (29 hp) 
イニシアチブ：＋ 3
移動速度：30 フィート
防御力：( アーマー・クラス )20 ( ＋ 3【敏】、＋ � L アンダー・カバー

シャツ、＋ 6 クラス )、接触 �9、立ちすくみ �7
基本攻撃／組み付き：＋ 2 ／＋ �
攻撃：ベレッタ 92F ＝＋ 6 遠隔 (2d6)（30 フィート以内は＋ 8 遠隔

(2d6+�)）またはデリンジャー＝＋ 5 遠隔 (2d6)（30 フィート以内は
+6 遠隔 (2d6+�)）または警棒＝＋ 3 近接 (� ｄ 6-�)

全力攻撃：ベレッタ 92F ＝＋ 4 ／＋ 4 遠隔 (2d6)（30 フィート以内
は +6 ／ +6 遠隔 (2d6+�))

接敵面／間合い： 5 フィート／ 5 フィート
その他の特殊能力：才能（身かわし、共感）
セーヴ：頑健＋ 4、反応＋ 6、意志＋ 3
能力値：【筋】８､【敏】�6､【耐】�4､【知】�2､【判】�3､【魅】�0
技能： 〈軽業〉＋ 9、〈聞き耳〉＋ 5、〈隠れ身〉＋ 8、〈視認〉＋ 5、〈忍

び足〉＋ 8、情報収集＋ 3、〈知識：大衆文化〉＋ 3、〈調査〉＋ 8、〈平
衡感覚〉＋ 8

特技： 《個人用小火器習熟》、《二刀流》、《近距離射撃》、《単純武器習
熟》《武器熟練：ベレッタ 92F》、《追加 hp》《クイック・ドロー》

脅威度：４
所持品：ライト・アンダー・カバーシャツ、ベレッタ 92F（レーザー

サイト付き）× 2、マガジン×４、警棒、デリンジャー ( コンシールド・
キャリー・ホルスター )、下水道地図等の調査資料

備考：職種（調査人）アクションポイント：２

８. 工場　＜守衛室＞
PC がガードに気がつかれていないのであれば、ここではガードがＴ

Ｖを見ています。＜守衛室への通路＞を参照してください。

扉が開くと微かなドクダミの臭いが強くなった気がする。中は
がらんとした部屋で、テーブルに数脚の椅子とテーブルの上には液
晶ＴＶとピザとコークが乗っかっている。

その他にはショッピングカートの様なものが部屋の隅において
ある。

部屋にはＴＶがつけっぱなしになっていて、通信販売の番組が
流れている。

ＴＶ：通信販売の専門番組が流れているようです。

カート：頻繁に使われた様子があり、難易度 �8 の〈捜索〉に成功す
れば乾燥したヒイラギに似た葉がくっついていることがわかります（枯
れているために臭いは弱くなっています）。
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９. 工場　＜廊下＞

ガードの部屋から廊下への扉は監視カメラによってみはられていま
す。出口から、不用意に外に出ると監視カメラに見つかります。監視カ
メラは監視ルームのモニターへ接続されており、相沢と渦流が監視して
いるのです。

通常の方法ではこの監視カメラをかいくぐるのは非常に難しいと思わ
れます。カメラの制御端末は監視ルームにしかありません。

また、廊下の左側の壁はほぼ全面に透明で大きな強化プラスチック
製（硬度 5、エネルギー抵抗 ( 衝撃 )�0、hp50）の窓が付けられており、
工場の中が見えるようになっています。

10. 工場　＜原料倉庫＞
この部屋の扉を空けると、かなり強いドクダミ臭がします。簡易マス

クを装着していないなら、難易度 �2 の頑健セーヴに成功しないと吐き
気状態となります（�d6 分間）。

部屋を入って右側には乾燥したモーデイン葉が詰められた麻袋が積
み上げられ、その隣には抽出済みのモーデイン葉のカスが黒いビニール
袋に詰められています。左側には化学薬品が詰められている白いビニー
ル袋、「火気厳禁」と書かれた有機溶媒臭のするタンクが３つあります。
その他、雑多なものが押し込まれていますが、重要なものは何もありま
せん。

11. 工場　＜ガード達の宿舎＞
ガード達が交代で寝泊りしている部屋で、通常ガードが２名います（B

と C）。特に目を引くものはありませんが、１つのベッドに対して難易
度 20 の〈捜索〉に成功すれば小さなビニール袋に入った MoD が �0 個
ほど出てきます（ガード C がくすねていたものです）。

12. 工場　＜ＭｏＤ工場＞
この部屋で MoD の製造からカプセル充填までを行っています。働き

手は毒に完全耐性を持つ６体のレムレーであり、彼らは MoD の効果を
一切受けないため、マスク等をつけずに作業を行っています。

工場の中ははっきりとドクダミの臭いがする。工場ではうつろ
な目をして、まるで感情の無い様な人たちが奇妙な機器を操作して
黙々と作業を続けている。それは、完全に分業されているようで、
最終的に作られた乳白色の液体を、部屋の奥にある大きな装置（充
填機）に装填すると、次々に赤と青のカラフルなカペセルへ充填さ
れてゆくのが見える。

この部屋に１分以上いた場合で簡易マスクを装着していないなら、難
易度 �� の頑健セーヴに成功しないと吐き気状態となる（�d4 分間）。

レムレーの作業員：渦流か相沢（または香蘭）の命令がない限り、攻
撃することはない。しかし、工場内に侵入者があるか命令を受けると、
彼らはまず全ての装置の製造プログラムを消去し、停止しようとする。
各１ラウンドを要するがその間は攻撃されようとも作業を続行します。
停止作業が完了すると彼らは攻撃を行います。

彼らが人間のように見えるのは香蘭の幻影です。彼らを攻撃するか接
触したものは難易度 �7 の意志セーヴに成功することで本性を見ること
ができます。また、彼らが攻撃をすれば、その醜い本性を曝け出すこと
になります。

レムレーの作業員
中型サイズの来訪者 ( 悪、秩序、他次元界 )
ヒット・ダイス： 2d8 (9 hp)
イニシアチブ：＋ 0
移動速度：20 フィート
防御力：( アーマー・クラス )�4 ( ＋ 4 外皮 )、接触 �0、立ちすくみ �4
基本攻撃／組み付き：＋ 2 ／＋ 2

攻撃：爪＝＋ 2 近接 (�d4)
全力攻撃：爪（× 2）＝＋ 2 近接 (�d4)
接敵面／間合い： 5 フィート／ 5 フィート
その他の特殊能力：ダメージ抵抗 5 ／善または銀、暗視 60 フィート、

暗闇を見通す、毒と「火」に対する完全耐性、[ 酸 ] に対する抵抗 �0、
精神を持たない [ 冷気 ] に対する抵抗 �0

セーヴ：頑健＋ 3、反応＋ 3、意志＋ 3
能力値：【筋】�0､【敏】�0､【耐】�0､【知】-､【判】��､【魅】５
脅威度：１

　MM p.�43 を参照。

製造プログラム：各装置（6 か所）には、それぞれの工程を明記した
製造プログラムが残っています。通常であれば難易度 0 の〈コンピュー
ター使用〉の技能判定で簡単に入手できますが、レムレーにより、プロ
グラムの消去と電源 OFF が行われてしまうと、それを入手するのは困
難となります。

その場合にプログラムを入手する難易度は以下の通りです。なお、各
装置は硬度５、hp 5 を持っており、破壊されると、その装置からプロ
グラムを入手することはできなくなります。

・消去のみ：難易度 20、２ラウンドを要する。
・消去＋電源 OFF：難易度 30、１分を要する。
・電源 OFF のみ：難易度 25、２ラウンドを要する。
・損傷：難易度 +�0、�0 分を要する。

渦流：PC の存在に気がつくか、工場で問題が発生した場合、隣の監
視ルームより渦流が工場にやってきます。

その男は派手な黒と赤のジャケットを着て、ジャラジャラと鎖
の様なアクセサリーや首には銀の短剣型のネックレスをぶら下げて
いる。その端正で甘いマスクは驚嘆と憎しみに歪められている。彼
は君たちを見るなり、その外見からは想像できない、機械の合成音
のような不気味な声を発する。

「アノオンナノ　イッタトオリカ！キサマラノ　スキニハサセ
ネェ！オレハ　スベテヲ　トリカエシテヤル！！」彼はそう告げる
と、ショットガンを構える！

渦流（カリスマ　オーディナリー４）
中型サイズの人型生物
ヒット・ダイス： 4d6 ＋ 8 (22 hp) 
イニシアチブ：＋ 2
移動速度：30 フィート
防御力：( アーマー・クラス )�4 ( ＋ 2【敏】、＋ � レザー・ジャケット、

＋ � ｸﾗｽ )、接触 �3、立ちすくみ �2
基本攻撃／組み付き：＋ 2 ／＋ �
攻撃／全力攻撃： ベレッタＭ３Ｐ＝＋ 4 遠隔 (2d8)（30 フィート以

内は +5 遠隔 (2d8+�)）または催涙スプレー＝＋ 5 遠隔接触 ( 特殊 ) ま
たは警棒＝＋ � 近接 (� ｄ 6-�)

接敵面／間合い： 5 フィート／ 5 フィート
セーヴ：頑健＋ 4、反応＋ 4、意志＋ 4
能力値：【筋】８､【敏】�4､【耐】�4､【知】�0､【判】�2､【魅】�5
技能：〈威圧〉＋ 9、〈交渉〉＋ 9、〈芸能：歌唱〉＋ 8、〈芸能：ギター〉

＋ 9、〈知識：神学と哲学〉＋ 3、〈知識：大衆文化〉＋ 3、〈はったり〉
＋ 7〈知識：秘術伝承知識〉＋ 4、情報収集＋ 9

特技：《個人用小火器習熟》、《鋼の意志》、《近距離射撃》、《単純武器習熟》
脅威度：３
所持品：レザー・ジャケット、ベレッタＭ３Ｐ、マガジン×２、警棒、

催涙スプレー
備考：職種（有名人）
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戦闘：渦流は戦闘には不慣れで、後ろから近寄ってくる敵に対して
ショットガンを放つだけです。

催涙スプレーは最後の手段ですが、それを使うぐらいならさっさと逃
げ出します。彼は１回でもダメージを受けると監視ルームを抜けてエレ
ベーターに乗り込みます。

13. 工場　＜監視ルーム＞
この部屋には通常は相沢と渦流が控えて、工場内を監視しています。

エレベーター：部屋の奥にあるエレベーターはディスコ「スター・ダ
ンス」の２F 事務所に繋がっています（１F には行けません）。エレベー
ターは既にこの階に止まっており、ボタン（「上」のボタンしかありま
せん）を押せば、すぐに扉が開きます。エレベーターは中でボタンを押
せば扉が閉じます。

渦流の逃走：渦流が逃走する場合エレベーターを使用します。しかし、
彼は逃走先で香欄の裏切りにあいます。

・１ラウンド目：エレベーターのボタンを押して扉をあける
・２ラウンド目：エレベーターに乗り、ボタンをおして扉を閉める
・２ラウンド目：エレベーターの扉は硬度 �0、hp40 です
・３ラウンド目：２F 到着
・４ラウンド目：エレベーターから出る

その後、自分のオフィスを抜けて、ゲスト・ルームに入ったところを
香欄の部下に剣で突き刺され、殺されてしまいます。

14. 工場　＜動力室＞
ここは工場とディスコへ電源を供給しています。制御コンソールはパ

スワードでロックされていますが、難易度 25 の〈コンピューター使用〉
の判定に成功すれば電源の ON/OFF ができます。ただし、これで可能な
のは工場とディスコの全区画の電源を一斉に ON/OFF することだけで
す。従って、エレベーター、工場の製造機器や照明も OFF されてしま
います。もし、PC が各区画ごとに電源を ON/OFF したい場合は、プロ
グラムの改変が必要です。それは〈コンピューター使用〉判定で �0 分
を要します。達成値が 20 であれば各階ごとに電源の ON/OFF が行え、
達成値が 25 以上であれば部屋毎に ON/OFF が可能になります。

15. ディスコ２Ｆ　＜渦流のオフィス＞

扉が開くと大きく高級そうなソファーのある部屋にでる。部屋
の中からみると君たちが入ってきた扉は巧妙に隠されていたことが
わかる。部屋の中央にはガラス製のテーブルがあり、ソファーの隣
にはコンピューターの端末があり、部屋の反対側には木箱があり、
壁に大きな赤いカーテンが掛けられているのが印象的だ。

ガラスのテーブル：上にはリンゴ、倒れてコーヒーがこぼれているカッ
プ、ノート PC が置かれています。ノート PC のパスワードは難易度 20
の〈コンピューター使用〉で解除できます。PC の中には渦流の昔の曲
や新曲（歌詞のないギター曲で悲壮感がある曲が多いが、１週間前の最
新の物だけはロック調で明るい曲です）のデータが詰まっています。ま
た、香欄と一緒に写っている写真データがあります。

コンピューター端末：これは特殊なネットワークに接続され、厳重な
セキュリティが掛けられています。

最初に難易度 20 の〈コンピューター使用〉で判定すれば、” インター
ネット経由でどこかのネットワークに繋がっている ” こと、” データは
すべてそこのネットワークに存在し、端末にはない ” こと、” 端末の使
用とネットワークへの接続にはセキュリティが掛けられている ” ことが

わかります。
難易度 30 の〈コンピューター使用〉判定に成功しないと端末を使用

できないばかりか、達成値が 25 未満だと自動的に破壊プログラムが起
動する仕掛けが備わっています。この破壊プログラムは２ラウンドで端
末が二度とネットワークへ接続できないようにしてしまいます。この破
壊プログラムは端末の電源が OFF されてしまうとリセットされ起動し
なくなります（依然として使用するには難易度 30 の〈コンピューター
使用〉判定が必要です）。

端末が使用できるようになると、次にネットワークへのアクセス・セ
キュリティを突破する必要があります。この時点で PC は接続先が「ミッ
ドナイト・ウイング」と言う、未知のネットワークであることがわかり
ます。ネットワークへのアクセスにはやはり難易度 30 の〈コンピュー
ター使用〉の成功が必要であり、同様に達成値が 25 以下の場合は破壊
プログラムがダウンロードされ実行されてしまいます（ダウンロードは
１ラウンドです）。

ここまで成功すると、渦流のアクセスしていたファイルにアクセス
可能となりますが、目的のファイルを探すためには難易度 20 の〈コン
ピューター使用〉で � 分間を要します。各ファイルはムービー・ファイ
ルに偽装されて容量が大きくなっているために、各ダウンロードには３
ラウンドが必要です。取得可能な情報は以下の通りです。

なお、PC がネットワークに侵入してから１分後に強制的に破壊プロ
グラムがダウンロードされ実行されます（たぶん香欄の仕業でしょう）。
従って、得ることのできる情報は３ファイルまでです。

・MoD の製造法（前後２ファイルありますが、栽培法については記載
がありません）

・モーデインの葉の取引記録（これには入荷量と日時、受け渡し場所
の海岸が記載されています）

・モーデイン麻薬に関する旧世代の資料
・VIP の顧客名簿
・売上表

カーテン：カーテンを開ければ１階のディスコ・フロアーを見渡すこ
とができます。この時点では１階には誰もいないように見えます（通常、
照明はつけっぱなしです）。ガラスは防弾性です（硬度８、hp20）。

木箱：中には空の薬瓶が詰めてあります（新品）。これは MoD を詰め
て VIP に売りつけるためのものです。

16. ディスコ２Ｆ　＜ＶＩＰルーム＞

扉が開くと、煙たい薄い煙と、強烈なハーブに混じって甘い臭
いが鼻をつく。部屋は中央をカーテンで区切られ、その向こうは高
級そうなカーペットや調度品や絵画で飾られている。部屋の中央に
は乾燥したハーブが小さな電気炉の上に置かれおり、煙を出してい
る。

この部屋は渦流が VIP を招いて MoD をふるまう部屋です。電気炉に
はハーブと共に甘い香りの出る香水が小さな容器に入れて置かれていま
す。実際には現在この部屋に危険はありませんし、MoD もありません。

17. ディスコ２Ｆ　＜ゲスト・ルーム＞
以下は渦流が逃走していた場合のものです。もし、渦流が逃走できな

かった場合には、当然ですが彼の死体はありませんので、適宜、状況説
明を変更してください。

部屋の隅にはガラス張りの場所があり、床面と角面の壁がガラスに
なっています（硬度８、hp20）。

扉が開くと最初に目に飛び込んだのはビリヤード台であったが、
視線は床に倒れた男にくぎ付けになる。そこには先ほど逃げ出した
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■ DM 用マップ  ディスコ「スター・ダンス」２F

■ DM 用マップ  ディスコ「スター・ダンス」１F

謎の男 ( 香欄の部下 )

オーガ

香欄 ヘルキャット ( 初期位置 )

16.VIP ルーム 15. 渦流のオフィス

17. ゲストルーム
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渦流が血まみれになって倒れている。彼の胸のあたりには貫通して
いるであろう、大きな刺し傷があり、そこから大量の血が出ている。
おそらく、既に息はないだろう・・・そう考えた刹那、反対側の自
動扉が開く！そこには巨大な図体をした大男がその体に見合った巨
大な警棒を振りまわして、無理やり狭い部屋に入ってこようとして
いる！

オーガの用心棒
大型サイズの巨人
ヒット・ダイス：4d6 ＋ 8 (26 hp) 
イニシアチブ： － �
移動速度：40 フィート
防御力：( アーマー・クラス )�3 ( － � サイズ、－ �【敏】、＋ 5 外皮 )、

接触 �3、立ちすくみ �2
基本攻撃／組み付き：＋ 3 ／＋ �2
攻撃／全力攻撃：巨大警棒＝＋ 8 近接 (2d6+7)
接敵面／間合い：�0 フィート／ �0 フィート
その他の特殊能力：夜目
セーヴ：頑健＋ 6、反応＋ 0、意志＋ �
能力値：【筋】2�､【敏】８､【耐】�5､【知】６､【判】�0､【魅】７
技能：〈聞き耳〉＋ 2、< 巨人語会話 >、〈視認〉＋ 2、〈登攀〉＋

4
特技：《武器熟練 : 巨大警棒》《単純武器習熟》
脅威度：２
所持品：巨大警棒

オーガと戦闘が開始された次のラウンドの頭に謎の男が戦闘に参加し
ます。彼を使用するタイミングと場所は DM に任されます。たとえば、
パーティーの人数が多い場合やレベルが高い場合は最終戦闘で使用する
のも良いでしょう。

君たちは異様な殺気に気づき、身を強張らせた。巨人が入って
きた扉から黒いマントを頭から深々と被った男が、音もなく巨人と
部屋の隙間を抜けるようにして、滑り込んでくる。そのフードの下
にぎらつくような赤い眼とニヤリと歪んだ唇の端に牙を見て得体の
しれない悪寒が走る。彼は、バッとマントをかなぐり捨てると、そ
の醜い姿と、渦流を殺したであろう彼の得物を抜き放ち、その双頭
の長剣が閃く！

彼は香欄の忠実な部下であり、殺し屋です。彼女によって生まれた、
呪われし人間（フィーンディッシュ）であり、人を殺すこと快楽を感じ
ているので話し合い等は無意味です。彼は、渦流と捜査官シンシアを殺
した実行犯です。

謎の男＝フィーンディッシュ・ヒューマン（ストロング・ヒーロー６）
中型サイズの人型生物（他次元界）
ヒット・ダイス：6d8 ＋ 6 (36 hp) 
イニシアチブ： ＋ 2
移動速度：30 フィート
防御力：( アーマー・クラス )�5 ( ＋ 2【敏】、＋ 3 クラス )、
接触 �5、立ちすくみ �3
基本攻撃／組み付き：＋ 6 ／＋ 8
攻撃：ツーブレーデット・ソード＋ � ＝＋ �� 近接 (�d8+4) また

はコルトパイソン＝＋ 8 遠隔 (2d6)
全力攻撃：ツーブレーデット・ソード＋ � ＝＋ 9 ／＋ 4 ／＋ 9

近接 (�d8 ＋ 4 ／ �d8 ＋ 4 ／ �d8 ＋ 2) またはコルトパイソン＝＋
8 ／＋ 3 遠隔 (2d6)

接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：善を打つ一撃 ( ＋ 6)
その他の特殊能力：ダメージ減少５／魔法、呪文抵抗 ��、暗視

60 フィート、[ 冷気 ] に対する抵抗 5、[ 火 ] に対する抵抗 5
セーヴ：頑健＋ 4、反応＋ 4、意志＋ 3
能力値：【筋】�6､【敏】�5､【耐】�2､【知】�0､【判】�2､【魅】８
技能：〈軽業〉＋ �3、〈隠れ身〉＋ 5、〈忍び足〉＋ 4、〈知識：戦術〉

＋ �、〈跳躍〉＋ 9、〈登攀〉＋ 4、
特技：《回避》、《機敏な反撃》、《強打》、《古代武器習熟》、《単純

武器習熟》、《特殊武器習熟：ツーブレーデット・ソード》、《武器破
壊》、《武器熟練：ツーブレーデット・ソード》、《迎え討ち》

脅威度：７
所持品：ツーブレーデット・ソード＋ �、コルトパイソン、スピー

ド・ローダー
備考：職種（運動選手）　アクションポイント：３

18. ディスコ１Ｆ　＜ディスコ・フロアー＞
１階のフロアはディスコ「スター・ダンス」の店舗になっています。

このシナリオにおける最終戦闘の舞台です。ここに登場するヘルキャッ
トが捜査官デービットを殺した犯人です。

フロアの中央はカラフルなライティング・タイルのダンス・ス
ペースとなっており、天井にはミラーボールが吊るされている。店
の出入り口は回転扉となっており、入った正面にはテーブル・スペー
ス、左右にはトイレがある。

ダンス・スペースの向かいはバー・カウンターとなっている。
２階から１階へ降りるための階段につながるバルコニーの下は、ピ
アノが置かれたステージになっていて、その隣、ゲスト・ルームの
下あたりに DJ スペースがある。

PC 達がバルコニーに出ると、ダンス・フロア（店の入り口付近）か
ら近付いてくる人影に気が付きます。

コツ、コツ、コツ・・・その音はディスコの入り口付近から忽
然と響き渡り、誰もいなかったはずのダンス・フロアに一人の美し
い女性がハイヒールの音を響かせて、歩いてくる。その女性は黒く
長い髪をしており、怪しく妖艶な目つきで君たちを見ている。

君たちはその美しさに一瞬見とれるが、歴戦の勘、いや命その
ものが、彼女が “ 今や ” 危険な存在となりつつあるのを感じ取って
いた。

彼女は一歩ごとにその美しい黒髪が照明に煌き舞い、その色が
まるで金色のように光るのは気のせいだろうか？

もし、PC 達が最初のエンカウンターで彼女に出会い、彼女を助けて
いたなら彼女は以下のように言います。

「その節はお世話さまね。こう見えても、礼儀正しいのよ。だか
らお礼は言っておくわ。」彼女は軽く会釈をして見せるが、彼女か
ら発せられる異様な殺気は消えない。

さらに、PC 達が今回の事件について追求するか、彼女の正体につい
て追及をするならば彼女は答えます。しかし、PC 達が彼女を助けてい
なかったか、戦闘を開始しようとするなら何も答えません（最初のエン
カウンターが削除されていた場合は話しても良いでしょう）。

彼女はクスクスと笑いながら答えます。
「じゃあ、助けてくれたお礼に教えてあげるわ。麻薬の話を彼に

持ちかけたのは私よ。ほんのちょっと自尊心をくすぐって、希望を
与えてあげたら言いなりだったわ。そして、力も快楽すらも与えて
あげたわ。もうちょっと頑張るかと思ったのだけど・・・所詮は人
間…それともあなた達がよっぽど優秀なのかしら？」

彼女は微笑み、まるで値踏みするかのように君たちを見る。そ
の美しい笑みには冷たい感情こそ感じられるが、罪悪感はカケラも
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見られない。

「まあ良いわ。十分な成果とデータも得られたし。私の存在が脅
威だって事を知らしめるには十分。そして、あなた達は…」

彼女はちょっと残念そうな顔をして言葉を続ける。
「残念だけど、お邪魔虫さんは始末できるときにまとめて駆除し

ておかないとね。」

君たちが彼女の異様な殺気…というよりは邪気に身構えると、
彼女の背中から影のようなものが沸き起こったと思うと、彼女は誇
らしげに “ それ ” を大きく広げる。それは漆黒の翼…一瞬、その翼
が彼女自身を包んだかと思うと、彼女は闇の存在へと変貌していた。
額から突き出た角、赤く光る目、自慢の黒髪はプラチナ・ブロンド
へと変わり、それは美しくも “ 悪魔 ” と言うべき存在である。

「ここはダンス・フロア…この子も、あなた達と踊りたがってい
るわ。さあ、踊りなさい、死の舞をね。」

彼女はそう言うと何もいないはずの虚空を優しく撫でている。
「でも踊るにはちょっと寂しいわね。」

彼女がパチンと指を鳴らすとともに、ダンス・フロアのライティ
ング・タイルから得体のしれない者たちが湧き上がった。彼らは皆、
青白い光をまとい、多くは若者で派手な服を着ている。

「さあ麻薬に溺れし愚かな羊達よ、快楽のダンスを！」
そう言うと、照明が一斉に点灯し、激しく明滅し始める。そし

て…その七色の光の明滅により、彼女の隣に巨大な獣の姿がぼんや
りと浮かび上がる。それはまるで巨大な光でできたライオンの様で
ある！

「さあ、準備は良くて？ミュージック・スタート！！」
彼女は微笑みながら右手を高々と掲げ、再び指を鳴らす。すると、

ディスコに軽快な音楽が流れ、亡者たちが一斉に踊り出し、光のラ
イオンが迫りくる！そして、彼女は高揚感に胸を弾ませながら、君
たちを死へと誘う言葉を発する！

「さあ、ダンス・パーティーの始まりよ♪」

ヘルキャット
大型サイズの来訪者 ( 悪、秩序、他次元界 )
ヒット・ダイス：8d8 ＋ 24 (60 hp) 
イニシアチブ：＋ 9
移動速度：40 フィート
防御力：( アーマー・クラス )2� ( － � サイズ、＋ 5【敏】、＋ 7 外皮 )、

接触 �4、立ちすくみ �6
基本攻撃／組み付き：＋ 8 ／＋ �8
攻撃：爪＝＋ �3 近接 (�d8+6）
全力攻撃：爪（× 2）＝＋ �3 近接 (�d8+6）および噛みつき＝

＋ 8 近接 (2d8+3）
接敵面／間合い：�0 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：つかみ強化、飛びかかり、引っかき (�d8+3)
その他の特殊能力：暗視 60 フィート、ダメージ抵抗 5 ／善、[ 火 ]

に対する抵抗 �0、鋭敏嗅覚、呪文抵抗 �9、テレパシー �00 フィー
ト、光の中では不可視状態

セーヴ：頑健＋ 9、反応＋ ��、意志＋ 8
能力値：【筋】23､【敏】2�､【耐】�7､【知】�0､【判】�4､【魅】�0
技能：〈隠れ身〉＋ �3、〈跳躍〉＋ 2�、〈聞き耳〉＋ �7、〈視認〉

＋ �3、〈忍び足〉＋ 20、〈水泳〉＋ �7、〈登攀〉＋ �7、〈平衡感覚〉
＋ �6

特技：《イニシアチブ強化》、《回避》、《追跡》
脅威度：７

MM p.�4� ページを参照。

亡者達：盲目的に踊っているだけで戦闘には全く無関心で、傷つくこ
ともありません。これは実際には単なる幻影です。従って、攻撃等を行
ない、難易度 �8 の意志セーヴに成功することで見破れます。

DJ スペース：ここには１階の照明と音楽のスイッチがあり、ON に
なっています。照明を切れば、ヘルキャットは暗闇にくっきりと浮かび
上がり視認困難を失います。しかし、暗視ゴーグルをつけていない限り、
ヘルキャット以外は目に見えなくなりますので要注意です（移動速度は
�/2 となります）。

戦闘：この戦闘で実際に戦闘に参加するのはヘルキャットだけです。
香蘭は数ラウンド後には撤退します。

ヘルキャットは光源下では透明ですが、現在は照明が明滅しているた
め、完全の透明ではありません。そのため、完全視認困難の代わりに視
認困難を得ているものとして扱います（20%の失敗確率）。また、ヘル
キャットは事前に自分にとって最も脅威となる存在を教えられているた
め、その者を集中して攻撃しようとします。移動では、できるだけ突撃
ができるような位置取りをしようとします。

一方、香欄（防御力 23）は基本的に戦闘を楽しそうに見ているだけ
です。彼女はメイジ・アーマー とプロテクション・フロム・アロー／ブ
リットがかかっており、最初のラウンドにシールドを使用します。

しかし、�0 点を上回るダメージを１回に受けると、面白くなさそう
に攻撃者に疑似呪文能力のチャーム・モンスター（難易度 2�）を使用
して、ヘルキャットと戦うように仕向けます。それでも彼女を攻撃する
なら、マジック・ミサイル （５本）、ライトニング・ボルト (�0d6、難
易度 �9) で攻撃します。

彼女は戦闘が始まると毎ラウンド叫びます。

①「お前たちの努力なんて無駄よ。もっと麻薬は広がるわ！」
②「そして、いずれは光が影に支配される時がくるのよ！」

その２ラウンド目の最後に何かに気がつくような表情を浮かべ
ます。そして、次の３ラウンド目の手番に、下のセリフを残して、ディ
メンジョン・ドアを唱え、地下へと移動してしまいます。

「ちっ、面白いところで！あとの始末は任せるわ。」
女は舌打ちして、ライオンに言い放つと、君たちに向き直る。

「もしも、ここを生きて出られたなら、あの女 * に伝えることね。
『禍の種は蒔かれた！』と。最後までダンスを楽しみなさい。」

彼女は、訳のわからない事を告げると、呪文を唱え出す。すると、
次の瞬間、彼女の姿は虚空へと消え去ってしまった。彼女が消える
と同時に、亡霊たちも虚空へと霧散する。そして、軽快な音楽と派
手な光に照らされたディスコには彼女の甘い香水の匂いと共に、君
たちと獅子が残された・・・戦いはまだ終わっていない！

*：青玉の魔女サーリ・ラターヌの事を指しています。彼女は PC 達
がサーリに近い位置にいることを知っています（PC たちは気づいてい
ないとしても）。

■冒険の結末
ヘルキャットを倒せば戦闘は終了します。ヘルキャットは断末魔の咆

哮を上げると、明滅する光に溶け込むように消えてゆきます。香蘭はす
でにいません。音楽は１曲が終われば止まりますが、光は消さない限り、
数十分間そのままです。

戦闘終了後に PC たちが２F に戻るならば、オフィスの奥から煙が漏
れてきていることに気が付きます。これは香蘭が去り際に地下の工場を
破壊したために、地下の火災がエレベーター・シャフトを伝って登って
きているのです。１分後には動力室が爆発し、全ての電源が切れてしま
います。その �d4 分後には 2 階のオフィスに火が回り、�0 分後ぐらい
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には１F にも火の手が回ります。

PC たちが外に出ればそこには黄色のスポーツカー（渦流のもの）が
あり、これを使用することも可能です。PC 達が現場を離れるなら、以
下を読み上げてください。

君たちの横を消防車がやかましいサイレンの音とともにすれ違
うように走り去る。振り返れば、夕闇の一部が赤く染まっている。

渦流を生きて捕らえることができなかったのは悔やまれるが、
少なくても MoD 麻薬の工場を破壊することはできたし、十分な証
拠をつかむことはできた。それに、捜査官を殺した真犯人も倒すこ
とができたのだから…それなりの活躍に違いない…たぶん…願わく
ばクライアントが満足してくれるであろうことを祈りつつ、君たち
は燃え行く「スター・ダンス」を後に足早にその場を去っていった。

・
・
・
その後、事の真相をトミーに説明し、証拠品等々とレポートを

提出した。もちろんそこには香蘭が去り際に残した『禍の種は蒔か
れた！』と言うことも書いてやった。君たちは香欄の甘美な香水の
香りと彼女の行方が妙に気になっていたが、その件についてトミー
からは何の連絡もなく、結局は忙しい “ いつもの日常 ” へと戻って
しまった。

そして、今日もトミーから仕事の依頼が来ている。君は「トミー
が新しいカクテルを開発したらしい」との悪い噂を振り払うよう首
を振りながら、シャイニング・アルバトロスへと向かった…（完）

シナリオ自体は今後のキャンペーンへのフックとして利用できるよう
に「香蘭」（おそらく PC が次に会うときは別の名前になっていることで
しょう）や「ミッドナイト・ウイング」、「モーデインの栽培」等の謎を
残す形となっています。この部分は DM が自分のキャンペーに合う形で
自由に変更して構いません。特に『URBAN ARCANA（未訳）』には特徴
的な犯罪組織などが収録されていますので、それらと結び付けても面白
いでしょう。

なお、ハンドアウトに記載されている「コボルドの密偵」は登場しま
せん。必要に応じて、NPC として登場させてもよいでしょう。

■謝辞
このシナリオを作成するに当たって、前作に当たるダウンロード・シ

ナリオ『騎士の悪夢は時を越えて』の作者であるハイランスさんの許可
を得て、その設定を引き継がせて頂きました。

また、トーチ・ポートならびにモーデイン麻薬に関する設定はいしか
わさんの許可を頂いております。

これらの使用を快諾して頂いた、ハイランスさんといしかわさんには
この場をお借りして、深くお礼申し上げます。

さらに、テスト・プレイヤー、シナリオ・アイデア、ルール・フォロー
について協力して頂いた以下の方々に、この場をお借りしてお礼申し上
げます。

川本幸作さん、P 太郎さん、カズヨシさん、植埜さん、アキトさん、
あきらさん

■「ディスコ・ライト」について
「ディスコ・ライト」は、2007 年 3 月 24 日に開催されたホビージャパン 

RPG コンベンションにおいて、「d20 モダン」のセッション用に書き下ろされ
たものを、ダウンロード・サービス用に更新したものです。

著作：DM-SKM
編集 / 監修：上田 明・中林 英二 (HobbyJAPAN)
DTP：上田 明 (HobbyJAPAN)

ダンジョンズ＆ドラゴンズ日本語版
公式ホームページ：http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/

株式会社ホビージャパン  輸入ゲーム事業課

■ D&D で現代に挑め！
「d20 モダン」シリーズ展開中

『d20 モダン 基本ルールブック』

現代を舞台としたダンジョンズ＆ドラゴ
ンズの冒険！マシンガンでゴブリンと銃撃
戦、コンピュータープログラムをめぐるマ
インドフレイヤーとの陰謀戦。そんな冒険
を D&D コンパチルールで楽しめるサプリメ
ントが「d20 モダン」だ。

　
『d20 モダン基本ルールブック』があれば、

映画のようなアクション・アドベンチャー
を再現することができる。これ � 冊ですぐ

にゲームを始めることもできるし、D&D 基本ルールブックと組み合わ
せて現代＋ファンタジーの融合世界の冒険を楽しむことも可能だ！

A4 変形
定価：￥6,090（本体￥5,800+ 税）

 

『d20 サイバースケープ』

サイバースケープは、考えうる限りのサ
イバーウェアに彩られた世界である。サイ
バーウェアとは、生命あるクリーチャーの
身体の一部分に成り代わる人造部品のこと
であり、義足から完全な代替身体までのあ
らゆるものを包含するが、それらは単なる
代替品ではない。

　本書は、d20 Future（未訳）のサイバ
ネティックス・ルールに準拠しており、完
全な互換性を有するのみならず、ルールの

拡張や代案、明確化までを提供するものだ。サイバーウェアの種類が大
幅に追加されたばかりか、キャンペーンにサイボーグ技術を導入する新
たな方法も用意されている。『d20 サイバースケープ』を利用することで、
様々なゲーム設定を拡張することができる。現代版ファンタジーはもと
より、古きよき西部、はるかな未来、正真正銘の中世などなど、ありと
あらゆる舞台に適用できるのだ。

A4 変形　
予価：￥2,940（本体￥2,800+ 税）

2007 年 7 月 3� 日（火）発売
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■マーカーなしマップ

1. 下水構入り口付近



�9

ディスコ・ライト
2. 下水構
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ディスコ・ライト
３. 工場
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ディスコ・ライト

４. ディスコ「スター・ダンス」２F

５. ディスコ「スター・ダンス」１F
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調査レポート
１．調査目的
 麻薬 MoD に関する周辺調査、ならびに捜査官惨殺事件との関連性の調査。

２．調査方法
 ＜ MoD ＞

 ・クロマトグラム装置、質量分析装置、核磁気共鳴装置による化学分析

 　ラパン技術工業社製に依頼分析

 　オペレーター：市賀大李主任研究員（ラパン技術工業）

  ・動物による毒性試験

　　 　カガリ化学物質非臨床試験研究室

 ・各種文献調査

 　カガリ歴史館兼研究所「君が作る街、カガリ・シティ」に調査依頼

 　調査員 :　教授（カガリ歴史研究所）他

 ＜周辺調査＞
 ・冒険者による実地調査

 　アルバトロス ･ ホワイト担当員が１週間の監視、ヒアリング、現地潜入調査

 ＜捜査官殺害 / 失踪事件＞
 ・捜査ならびに検死報告書

３．調査報告
 ＜ MoD ＞

　MoD または MoDD と呼ばれている麻薬であり、カガリ・シティでは３ヶ月前ぐらいから徐々に広まって

きている。その、赤と青のカプセルには MoD の刻印と奇妙なマークの刻印がなされている。カプセルには

植物性オイルによって乳化した液状の主薬が充填されている。

化学分析の結果、現在知れれている麻薬・向精神薬で該当するものは存在しない、新規または未知の成分

である。化学構造から植物系アルカロイド類に分類される麻薬と思われる。また、動物による毒性試験では、

非常に強い習慣性と幻覚作用を有することが判明し、大量投与の場合は痙攣症状から死に至るほど毒性も強

い。また、本主成分は 70℃～ 90℃において揮発し、その蒸気を吸引することでも幻覚などの症状を引き起

こすため取り扱いは注意を要する。

本性質並びにカプセルに描かれたマークについて、文献調査ならびに協力者へのヒアリングを行った結果、

本麻薬は旧時代に「モーデイン蒸気」またの名を「夢霧（ゆめぎり）」と呼ばれていた麻薬の症状に合致し

ていることが判明。同麻薬は旧時代では茶葉にして、蒸気を吸い込んでいたとある。原料はモーデイン草の

葉と言われる、ヤツデのそれに似ているがもっと堅く、ドクダミのような不快な臭いが特徴的な毒草であっ

た。しかし、モーデイン草自体は今日では絶滅しており、その麻薬の製造法も完全に失われている。実際の

MoD の原料を含め、どのようにして作られたかは謎である。また、マークに関しては、やはり旧時代に「レ

ルム・オヴ・デス」と呼ばれる邪教集団のものに酷似しているが、当時モーデイン麻薬との関連性を示す資

料は存在しないし、現時点でそのようなカルト集団の存在は確認されていない。

 



 ＜周辺調査＞

　MoD に関して、その主な流通が渦流　努（ウズナガ　ツトム）が経営するディスコ・クラブ「スター・ダンス」

であることは間違いない。

　渦流は元カガリ・シティのロック・ミュージシャンの一人であったが、デビュー数ヶ月後には麻薬所持疑

惑とマフィアの関係がスキャンダルとなり、引退し、その後、ディスコ・クラブ「スター・ダンス」を開店

している。１ヶ月前にマフィアとのいざこざが原因となって、重症を負わされ“声”を奪われている。調査では、

MoD 麻薬に関する最重要人物であり、首謀者の可能性が極めて高い。渦流は高額な報酬で数多くの冒険者

やボディ・ガードを身辺警護やディスコのガードとして雇い入れていて、そのガードはかなり固い。現時点

で判明しているのは

　・オーガーのボディ・ガード

　・コボルドの密偵

　・人間のガード×６

　・人間の従業員数十名

　この他にも大型犬を番犬として使っている。

　また、彼を襲ったのはマフィアの一派グレイ・ウルフ（グレイ一家）の連中である。どうやら、麻薬の売

買に関するいざこざが原因であろう。この一件からもマフィアが今回の麻薬に直接的に関わっていない事が

伺われ、場合によっては抗争へと発展する危険性もある。

　

 ＜捜査官殺害 / 失踪事件＞

　現時点で殺された捜査官は２名、行方不明が２名となっている。

　捜査官　相沢：行方不明。MoD 捜査官の中で最初の犠牲者。車でスター・ダストに向かったっきりになっ

ている。失踪後にスター・ダストで見かけたとの目撃情報がある。

　捜査官　ビリー：行方不明。MoD の聞き込み調査を担当し、下水道局へ度々足を運んでいた。行方不明

になる直前に下水道局より下水道の地図を入手していた。

　捜査官　シンシア： 死亡。死因は心臓に鋭利な刃物（長剣等）での一突き。死体の状況から応戦する間も

なく、殺されたことが分かる。彼女はスター・ダストへの潜入調査が主任務であり、殺されたのは潜入捜査

から引き上げて署に戻る途中の路地。

　捜査官　デービット：死亡。死因は頭部から首にかけての噛み傷による、頚動脈切断。また、頸椎も骨折

していて顎の筋肉が発達した猛獣によるものと思われる。また、体には多数の引っかき傷の跡も認められ、

その歯形と爪の大きさから犬や狼の類ではなく、大型の猫科の猛獣によるものと推測されるが、ライオンや

トラの歯形とは一致していない。彼もシンシア同様に潜入捜査を担当していたが、朝になって工事現場の近

くの広場で死んでいた。

　

　現時点で本件と渦流との関連性は「MoD 事件を捜査していた」事以外になく、明確な殺人を示す証拠はない。

また、シンシアの殺され方からして、古代武器の使い手が予想されるが、現在のところ渦流の仲間にそのよ

うな武器を用いる者は確認されていない。また、デービットを殺した獣については、付近の動物園等を調査

しても、猛獣が逃げ出すなどの事態は起きていない。彼を殺したものの正体は目下不明である。

以上
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