
� 影が私達の世界へ流入し、神秘の力を吹き込まれた
古臭い書物や遺物が、そこかしこで息を吹き返そうと
している。力を求める者はみな、そうした道具を手に
入れて使役するためには苦痛を伴う道を通らねばなら
ない、代償がいかなるものであっても…。

ある魔法使いが、死んだ人間の体を組み合わせるこ
とを、闇や魔法についての知識を記した古い本から解き
明かした。彼は最寄りの死体安置所に収容された遺体
によって必要な部品をほとんど揃えることができたが、
ある特殊な状態の器官が必要なことが分かり、それを手
に入れるのには殺人こそが最適な手段だった。そのた
め彼は、犠牲者となるはずだった１人が形勢を逆転さ
せて彼を殺害することになるまで、連続殺人を犯した。
彼の死によって、彼の制作物は自由の身となったため、
その最後の命令を遂行すべく活動を始めた。彼と同様
に何者かによってその命を奪われるまで…。

「チーム・ブラボー： 死の接触」は現代を舞台とした
冒険であるけれども、それは冒涜的な創造や暗黒の魔
法といった、ファンタスティックな要素をもっている。

準備
君がゲームマスター (GM) であるなら、この冒険を実

際に遊ぶために、『d20 モダン・ロールプレイング・ゲー
ム ( 以降「d20 モダン」)』が必要である。この冒険を
スタートするためにはマップを含めてプリントアウト
して、よく読んでおくこと。

クローリング・クローと呼ばれる新しいクリーチャー
（９ページに掲載されている）と、「d20 モダン」から
特にフレッシュ・ゴーレムについてよく読んでおくこ
と。

その他のクリーチャーのデータは、彼らが登場する
エリアの省略されたフォームに掲載されている。影を
つけられたボックスの中のテキストは、声を出して読
み上げるか、プレイヤーのために適切な言い換えをす
るべきである。

この冒険に参加するキャラクターの少なくとも一人
は、〈調査〉技能に修正を持つか、最低でも〈捜索〉と

〈視認〉技能に修正を持つべきである。魔法と超常現象
に精通しているキャラクターがいると、なおよい。

背景
アントニー・ル・ミアは幼い頃から風変わりな子ど

もだった。
彼はその成長期において、顕著に知的な人間である

ことを示した。言語を吸収する驚異的な能力と、古代
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遺跡についての飽くことを知らない好奇心によって。裕
福だが孤立した家庭のなかで、彼はほとんど干渉を受け
ずに、自分の情熱を追うことを許された。奇妙で物騒な
ものへの興味は、彼を反社会的な性格に変貌させ、その
ために彼は親密な友人関係といったものとは無縁に育っ
てきた。

彼の両親が原因不明の事故で死んだのちに、ル・ミア
は家族の財産と土地を相続した。そして、法律の手続き
書類のために、祖先の家を整理していた際に、彼は古代
文明によく精通していた父が秘匿していた、古代の大冊
を発見した。その本に記されている不可解な伝承の知識
は直ちにル・ミアを魅了し、数ヶ月の間、彼は目がさめ
ている時間のすべてを、その秘密を学ぶことに捧げた。

やがて、ル・ミアは有能な魔術師になった。 本に記
された内容を徹底的に調べようと彼は努力し、死滅した
組織細胞に、かりそめの生命を与えるような、強力な暗
黒の呪文を学び始めた。堕落した本の内容によって正気
の淵を越えてしまったル・ミアは、彼の新しい知識を実
践するためにフレッシュ・ゴーレムを造りだすことにし
た。

彼のプロジェクトは、いくつかの新鮮な死体をはじめ
として、様々な普通でない材料が必要とされた。かなり
の調査の後で、ル・ミアは完全な供給源を見つけた。そ
れは良心の呵責をほとんど持たず、運がないことに不満
をもっていた、地方の古びた遺体安置所の検死官である、
ジョン・ベーカー博士である。賄賂、恫喝、および脅迫
によって、ル・ミアは彼の計画のために必要としていた
死体パーツを提供することを、最終的には納得させた。

だが結局、ル・ミアは、地方の古びた遺体安置所に
行き着いた人々の死体が、彼が必要とする部品を提供す
るのに十分な品質を保てないと判断し、殺人によって死
体を補給し始めた。ル・ミアの犠牲者の死体は、様々な
部位を失った状態で遺体安置所に到着しはじめた。ベー
カー博士は、警察をル・ミアに導いたかもしれない法医
学的な証拠を繰り返し隠匿した。そうするうちに、違法
で不道徳なこれらの行為を隠蔽する心労で、検死官の精
神は挫け、後援者であるル・ミアと同様に妄想的になっ
てしまった。

ル・ミアは、本の中で説明された別の儀式によって、
彼自身も理解しきれていない魔法的な「番犬」を作成す
ることにした。ゴーレムを組み立てるためにかかるであ
ろう長い期間、彼のプライバシーを保証するために。そ
れが完了するまで、ル・ミアは犯行現場を立ち去る前に
犠牲者の手を切り取りはじめた。そして遺体安置所に届
いた（ル・ミアの犠牲者ではない）遺体に、同様のこと
をするようベーカー博士に指示した。この不気味な記念
品はいったんは大量に供給された。ル・ミアは彼の本に
記された呪文を使った。それらをクローリング・クロー
として知られている、ゆがんだ存在に変えるためだ。そ
れら口にするのもおぞましいクリーチャーは、奥の書斎
を侵入者から守るためにアントニーの住居の中をうろつ
いている。

アントニーの犠牲者がいつも手首から先を失っている
ことから、犠牲者は殺害した死体から手を切断すること
に執着する、一人もしくは複数の何かしらの精神疾患を
持つ常習的殺人者と関係があったか、暗く堕落したカル
ト教団の生贄にされたのではないかと、警察は推論した。
警察はいまのところ、まったく気がついていない、検死
官が仕事をした後に、貧乏で年をとった人々の遺体が、
しばしば手や他の部位を失っていることに。そのような
場合には、これまで遺族は ( もしいれば ) 棺を閉じたま
まの葬儀を勧められており、疑いもせずにそれに従って
いた。

ル・ミアは最近になって１体のフレッシュ・ゴーレム
を完成させた（彼はそれをカイバーと名付けた）。そい

つは、他の身体部分を得るために行われるル・ミアの殺
人の手助けをしている。

君のキャンペーンにおけるチーム・ブラボー

「チーム・ブラボー： 死の接触」は、チーム・ブラボー
( 奇妙な出来事の調査を処理するために集められた特
別な捜査官の一員 ) のためにデザインされた３番目
の冒険である。

チーム・ブラボーはまた、法の執行組織の中で働
くために編成された特務局７のサブグループである
かもしれない。通常の職務に加えて、ヒーローは時々
特務局７からアドバイス、資源、および割り当てを
受け取ることができる。上司は、ヒーローたちと特
務局７との関係について、黙っているように頼むか
もしれないし、そうしないかもしれない。あるいは
ヒーローたちは、真実を捜して危険な状況に飛びこ
む私立探偵、または超常現象研究家であるかもしれ
ない。

調査を実施することにおいて、彼らは法律の下で
決して完全に保護されるわけではない。調査方法が
適切でなければ、警察官ではない登場人物はいずれ
法律を破る必要性にかられるかもしれないのだ。従っ
て彼らは、破壊と侵入、襲撃、および他の不法行為
を行う際のリスクについて、慎重に検討しなければ
ならないだろう。

概要
ル・ミアは、いままでの成功に得意になり、最近の犯

行においてより大胆になった。彼は、あるクラブで彼の
材料不足を満たす男を見つけた時に、彼は裏路地に隠れ
て待ち伏せ、カイバーに目的の男を引きずってくるよう
に命令した。揉みあっているうちに、殺害されそうになっ
た男はピストルを抜き、ル・ミアの胸を撃った。それか
ら残りの弾丸すべてを、彼を攻撃した大きくて不恰好な
人物に撃ち込んだ。フレッシュ・ゴーレムは逆上して男
を激しく打ちのめし、その首を折り、非常階段に死体を
投げ捨てた。

ル・ミアは死に際に、遺体安置所（死体からとった部
分の組み立てはそこで行われた）へ戻り、ベーカー博士
に従うようゴーレムに命令した。ゴーレムは、夜陰に紛
れながら遺体安置所へ戻った。ベーカー博士は遺体を検
死解剖するまで保持するための、冷蔵ロッカーのうちの
ひとつへ、フレッシュ・ゴーレムを隠した。

ヒーロー達は、殺人現場を調査しなければならず、そ
して、ル・ミアの大邸宅に進む。そこで、彼らは数十の
クローリング・クローによって迎えられるだろう。気が
狂った魔法使いの大邸宅の中には、地方の古びた遺体安
置所につながるわずかな手掛かりと、彼の呪文書とがあ
る。ヒーロー達はそこへ到着すると、ル・ミアの共謀犯
であるベーカー博士、および医師を護衛するフレッシュ・
ゴーレムに立ち向かわなければならない。

導入
GM として君は、プレイヤーと彼らのヒーローたちを

どのように冒険に巻き込むかを最もよく知る。君は、そ
れらをキャラクターの興味に合致するよう、必要な形に
修正すること。あなたの想像力を駆り立てるために以下
の冒険きっかけを使うことができる。

・ヒーローの内１人が、知人がその夜、ナイトクラブ
を出たところで殺されたという知らせを受ける。

・ある夜、クラブを去る際に、ヒーローたちは銃撃に
よる発砲音と、後に続く奇妙なヒューヒュー鳴る
音を聞く。彼らが現場に到着すると、以下で説明
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されるように、彼らは死体を見つける。（君がこの
フックを使用すると決めるならば、後ほど説明さ
れる証人は使わないこと。）

冒険の開始
冒険は、ル・ミアが死んでから数時間たった早朝に始

まる。ヒーローが司法機関の人間であるならば、彼らは
ブリーフィングのために彼らの上司、ダース副官によっ
て呼び出される。あなたが、ヒーローを事件に巻き込む
ために他のフックを使うなら、それに応じて以下の状況
を調整すること。；さもなければ、彼らがブリーフィン
グのために到着した時に、以下を読むか、言い替えるこ
と。

ブリーフィングに集合した旨を伝えると、
「どうぞ座って。」
と、ダース副官は言った。

「ごめんなさい、こんな時間に騒がせて。でも、あ
なたたちが犯罪現場をできるだけ早く検分することが
重要なの。だからなるべく手短にするわ。

ここ数週間にわたって、警察は連続していると見ら
れる、儀式的な点を示す殺人を調査していたわ。」

「これまでに、すべての犠牲者が、健康状態におい
て良好な男性であった以外、共通点が一切見つけられ
ないと担当者は言っているの。殺人は私道とも言って
よいほどの細い裏道で行われていたわ。それは、適当
な時間と場所で殺人を実行するために、犯人がかなり
の時間を割いて犠牲者につきまとっていたことを意味
しているわ。犠牲者はいずれも両腕を失っていて、多
くはさらに他の身体部分をも失っていたわ。

切断のすべては高度な技術によって実行された形跡
があるの。」

「今、新たに２つの遺体が発見されたの。これらの
どちらも身体部分を失っていないけれど、現場の捜査
員は、直前に起きたナイフのようなものを用いた殺人
事件とセットであると考えているに違いないわ。殺人
事件に明白な儀式的側面があることから、警察はその
ようなことについて経験ある捜査班の出動を要請して
いるわ。そう、あなたたちの出番よ。」

「なにか質問は？」

ダース副官は、ヒーローたちのどのような質問にでも、
できる限り答える。彼女は前の事件の現場についてのす
べての警察の調書を提供できる。出発する用意ができた
ら、彼女は事件現場の場所を伝えて、彼らの幸運を祈る。

A. 殺人者の最後の抵抗
殺人現場は、「錬金術の部屋」と呼ばれるナイトクラ

ブの裏道である。現場にいる２人の捜査官は、警察の立
入り禁止を示すテープによってエリアに非常線を張って
いる。彼らは現在、死体発見者に質問をしている。死体
は荒らされた様子もなく、彼らが倒れた場所に横たわっ
ている。

殺人現場は、クラブ、バー、および贅沢なナイト
ライフのために知られている、町の物騒な地域にあ
る。裏通りに駐車されたパトカーのライトが、裏路
地のぞっとするような様子を照らし出している。く
ずや生ゴミで散らかった細道に、トレンチコートを
着た若者の死体が血で覆われたまま横たわっている。
10 フィート上に見える非常階段から別の若い男の死
体がぶら下がっている。それは最新のファッション
を身につけ、そして耳と口からは血がしたたってい
る。彼の足は非常階段の手すりに引っかかり、顔は

ショックによってゆがんでいた。どうして彼がその
場所に行き着いたのかは不可思議である。 空のオー
トマチック拳銃が彼の差し出された手の下に落ちて
いた。

キャラクターが〈調査〉判定をするならば、下記のテー
ブルに従って結果を決定すること。

〈調査〉判定結果
難易度 〈調査〉判定結果
10 地面に横たわった犠牲者は、胸への１発

の銃弾による負傷によって殺された。非常
階段からぶら下がっている犠牲者は、非常
に強い力によって首を折られ、即死してい
る。

15 ここで争いがあり、誰かが銃を弾切れに
するだけ発砲し、そのうち一発が犠牲者を
撃った。その地面には、血ではない奇妙な
汚れがある。

20 泥と汚物の中に、２人の犠牲者のどちら
かによってつけられるには大きすぎる、い
くつかの足跡が残っている。足跡は殺人現
場の路地から出る方向へ続いているが、す
ぐに硬いコンクリートの歩道に至り、それ
以上は追跡できない。

地面の死体は、殺人を目論んでいた（アントニー・ル・
ミア）のそれである。

ル・ミアが狙っていた犠牲者は、アンドリュー・フェ
ディルソンで、非常階段からぶら下がっている男である。

現在、地面に落ちている拳銃によって、フェディルソ
ンはル・ミアの胸を 1 発撃ち、それから弾装の残弾をす
べてカイバーに撃ち込んだ。

クリーチャー： もしル・ミアの死体が（調べること
などで）乱されることがあれば、シュイット（ル・ミア
の使い魔であったスネーク）が、彼の死体の下から這い
出て攻撃する。

シュイット : 脅威度 1/3; 小型の動物 ; HD 1/4 d8; hp 
1; 限界 11; イニシアチブ +3; 移動速度 15 フィート、登
攀 15 フィート、水泳 15 フィート、; 防御力 17、接触 
15、たちすくみ 14（+2【サイズ】, +3【敏】,+2 外皮）;
基本攻撃ボーナス +0; 組みつき -10; 攻撃 +5 近接 (1d3-2 
および毒、噛みつき ); 全力攻撃 +5 近接 (1d3-2 および
毒、噛みつき ); 接触面 2 1/2 フィート× 2 1/2 フィー
ト ( とぐろ ); 間合い 0 フィート ; その他の特殊能力 夜目、
毒、 鋭敏感覚 ; 忠誠 なし ; セーブ 頑健 +2、反応 +5、意
思 +1; AP 0; 名声 +0; 【筋】6、【敏】17、【耐】11、【知】
1、【判】12、【魅】2

 技能 :〈平均感覚〉+11、〈登攀〉+12、〈隠れ身〉+18、〈聞
き耳〉+8、〈視認〉+8、〈水泳〉 +10

特技：《武器の妙技：噛みつき》
毒 ( 変則 ): シュイットは、成功した噛み攻撃それぞれ

で毒（頑健セーブ：難易度 11）を注入する。初期ダメージ、
予後ダメージともダメージは同じである（1d6【耐久力】
ダメージ）。

鋭敏感覚 ( 変則 )：この能力は、シュイットが接近す
る敵を感知したり、隠れた敵をかぎつけて、嗅覚によっ
て追跡することを可能にする。

戦術：近くに寄ってくる者を攻撃する。強制的に除去
されるまで、シュイットはル・ミアの体の上に居座る。

展開：ヒーローたちが、蛇を何とかすれば、彼らは殺
人現場の調査を続けることができる。

死体を見つけた若い女性は、事件が起こった時にクラ
ブにいた。彼女は、銃撃と叫び声につづいて、静寂の中
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で高い笛の音を聞いたと主張する。彼女は数分の間隠れ
ていた後、裏通りの様子を見に行った。そこで死体を見
つけて、彼女はクラブに駈け戻って警備員に警察を呼ば
せた。クラブの中の誰も、何も聞かなかったか見ておら
ず、どちらの犠牲者とも顔見知りでなかった。

誰かが死体の身分証明を確認すれば、犠牲者の身元を
突き止めることができる。フェディルソンの財布には、
いくらかの現金、運転免許証、著名なソフトウェア開発
企業が彼を専門警備員として雇っていることを証明する
ID カード、および武器の携帯許可証が入っている。

ル・ミアのポケットの中の財布には、いくらかの現金
と運転免許証だけが入っている。金張りの不思議な文様
の入った珍しい短剣が、ベルトに押し込まれている。こ
のかみそりのように鋭い刃は、戦闘武器というよりも外
科のメスと似ている（高品質のダガーとして扱う）。

ル・ミアの首まわりには、奇妙なペンダントの金鎖が
巻かれている。それは犬笛と似ているけれども、金で精
密につくられており、ヒエログリフが刻み込まれている。
吹いてみると、それは奇妙で、高く激しい金切り声のよ
うな音を出す。このアイテムは、フレッシュ・ゴーレム
をコントロールするために、ル・ミアが使ったセトの神
託の笛（8 ページの説明を参照）である。それが、ル・
ミアを殺した銃弾によって損われ、ねじれてへこんでし
まった。従って、これはもう、ゴーレムをコントロール
するために使うことができない。

20 分もすると、捜査を手伝い、死体を取り除くために、
追加の警官が到着する。死体は古びた遺体安置所に搬送
され、そこでベーカー博士は、２人の犠牲者を両方とも
ストレージに入れる。

ヒーローたちはル・ミアの運転免許証から、彼の住所
を知ることができる。ヒーローたちは、過去の新聞や他
の公式の記録から、ル・ミアの家族についてのいくらか
の情報を得ることができるけれども、彼の死と関連して
いるような手掛かりをさらに得るためには、彼の家を訪
問しなければならない。PC たちがそうするした時には、
遭遇 B へ進む。

 B. 死が這う家
殺人現場からの手掛かりによって、キャラクターは武

装して、ル・ミアの大邸宅へ向かうような道筋をつくる
べきである。（屋敷の前庭の）私道である車道には車は
一台もなく、屋敷は無人であるようだ。キャラクターた
ちが到着した時に、以下を読むか、言い替えること。

ル・ミアの屋敷は、街の中の建物で最も古く、よ
り高級な住宅地の１つに建っている。雄大であった
この大邸宅は、かつては華麗であった日もあったの
だろう。非常に長い期間、手入れを怠ったことは明
らかで、窓のほとんどは板を張られている。正面玄
関に、「セールス・勧誘お断り。」と読める、錆びた
看板がぶらさがっている。

展開：適切な質問を周囲に住んでいる人々にすると、
ヒーローたちは以下のような情報をえることができる。
( 判定は不要 )

・ル・ミアの家族は、思い出すことができる限り昔か
ら大邸宅に住んでいた。

・彼らはとても人目にふれるのを嫌がる人々で、周囲
の住人たちは、それをかなり異常なことと考えて
いた。

・息子である、アントニー・ル・ミアは、まだ屋敷に
住んでいるけれども、ここ数年は、誰も彼と話を
していない。

隣人たちがル・ミアの存在を漠然と怖がっていたこと
は明らかだが、彼らはそれ以上の情報は持っていない。

屋敷はル・ミアのクローリング・クローを除いて空な
ので、ノックしても反応はまったくない。各ドア（家の
前後に 1 つずつ）は、アーケイン・ロック (〈装置無力化〉
難易度 30）によってロックされていて、保護されている。

屋敷全体が暗く、すべての照明は、切れているか取り
除かれている。照明器具を使わない限り、この暗闇は３
/4 隠蔽（30%の失敗可能性）を提供する。
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彼らが屋敷にはいった数分後、ヒーローたちは走り回
るような雑音を聞き、なにか小さいものが動くのに気づ
く。〈視認〉判定（難易度 18）に成功すると、１つ以上の、
こぶしサイズで動いているクモのような影があるのに気
づく。これらのクリーチャーは、家を歩き回るクローリ
ング・クローである。彼らは、誰かが祭壇がある部屋（下
記参照）に侵入しない限りは、隠れているように命令を
受けている。それまでは、どれほど捜索しても明らかに
なることはない。

老朽化した大邸宅は、全体的に荒廃した状態にある。
ほこりがすべてを覆い、屋敷全体が不気味で不穏な雰囲
気を感じさせる。屋内はエジプト風に飾られ、エジプト
様式の彫像、飾り額、本といったものが、どの部屋でも
特徴になっている。ほとんどの壁には数十もの動物の頭
が掛けられ、この場所の不気味さに一役かっている。素
晴らしいアンティーク家具（アントニーの母のかつての
自慢の種）はシートによって覆われている。

地上階での捜索は、誰かがまだここに住んでいるいく
つかの跡を、特に台所で、明らかにする。食物の小さな
食べ残しは冷蔵庫に仕舞われていて、汚い皿の山は流し
台の中で不規則に積み重ねられている。

屋敷で重要性の高い唯一の部屋は、アントニーの祭壇
の部屋（上記参照）である。大邸宅の残りの部分は、裕
福な層の住宅街に見られる、クラシックな典型的建物で
ある。寝室、浴室、ダイニング・ルーム、小さい私室、
およびキッチンがある（GM は、要望に沿って家具を配
置したり、内装を施してかまわない）。

B1. 祭壇の部屋 (THE ALTAR ROOM)
アントニーが、主要な儀式の場所として使った部屋

は、最上階の寝室の奥にある。ドアには鍵がかかってい
て (〈装置無力化〉難易度 25）、わな (〈装置無力化〉難
易度 30) が仕掛けられている。【筋】判定（難易度 25）
に成功すればドアをこじ開けられる。罠は、毒が塗られ
た小さい矢で、鍵から放たれ、扉の前にいる人物を撃つ

（ヒョウモンダコ毒；頑健セーブ 難易度 15；1d4【耐】
の初期ダメージ、予後ダメージ同じ）。このドアを開け
てから２ラウンド後に、ドアが閉まらないように支えら

れていなければ、小さな機構がドアを閉め、鍵が閉まる。
この機構は、〈視認〉判定（難易度 25）の成功によって
見つけることができる。

キャラクターが部屋に入る時に、以下を読むか、言い
替えること。

ドアを開けると、まるで寺院のような装飾の広い部
屋であることが明らかになる。複数の巨大な柱に置か
れたロウソクに囲まれて、いずれかのエジプト神のよ
うな金張りの彫像が部屋の中心に存在感も顕わに鎮座
している。部屋の床には、円が描かれ、線が交差し、
ヒエログリフのような何かによって縁取られている。
いくつかの大理石の台に乗った小さな彫像が、部屋の
対角になるよう立っている。そしてページ数の多い厚
い書物が、見事なチーク材製の演台に乗っている。巨
大な本棚が１方の壁に沿って据え付けられ、本、書類、
および古い体裁の大冊が詰め込まれている。部屋には
漠然と、乳香と他のなにかエキゾチックな香が漂って
いる。

ル・ミア以外の誰かが部屋に入るとすぐに、１ダース
のクローリング・クローが侵入者を急襲する。 以下を
読むか、言い替えること。

警告なく、以前にも聞いた不可思議な音が、君を取
り囲むように再び耳に聞こえてくる。数十の小さなク
リーチャーが、君の方へ部屋を横切ってくる。一見、
それらは大きめのクモのように見える。しかしより近
くにくると、同時に君はそれが手だとわかる。切断さ
れた人間の手。それが床を横切って這ってくる！

クリーチャー： クローリンク・クロウ (24)： hp 10、 
10、 9、 9、 9、 8、 8、 7、 7、 6、 6、 6、 6、 5、 5、 5、 5、 5、 
5、 5、 5、 4、 4、 3.

詳細は、この冒険の巻末の、新しいモンスターの解説
を見ること。

戦術： クローリング・クローは攻撃の目標に対して、
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可能な限りすべての角度から攻撃するため、分散する。
より多くの損害を与えることができるように相手を転倒
させようと、できる限りのことをする。クローリング・
クローは、屋敷を去ることはないが、必要であれば屋敷
のどこへでもヒーローたちを追っていき、破壊されるま
で戦う。

展開： ヒーローが、どうにかしてクローリング・ク
ローを撃退したら、（なおかつ彼らがまだ実施していな
いなら、）祭壇の部屋と屋敷のその他を調査することが
できる。祭壇の部屋を見回すと、テーブル（判定不要）
に横たわっているノートブックがあることがわかる。こ
のノートブックには、クローリング・クローの作成につ
いて、アントニー・ル・ミアの書き留めを含んでいる。
さらに、作成にいくつかの死体を必要としていた別の創
造 (「カイバー、究極の仕事」) への漠然とした言及を見
つけられる。「ベーカー」と「遺体安置所」は、繰り返
し言及される。

〈捜索〉判定 ( 難易度 15）に成功すると、テーブルの
上に死体の写真がいっぱいに入った靴箱が開いて置いて
あるのがわかる。いくつかの写真の淵に沿った部分に、
手書きで「手だけ」、「左脚」、などの事が書いてある。

〈視認〉判定 ( 難易度 15）に成功すると、床の円にわ
ずかなシミがあるのがわかる。コーヒーのように匂って
いるこの物質は、ル・ミアの創造物にそれらの生命力を
与える錬金術の混合物である。

古代のエジプト語を読むことができ、本とヒエログリ
フを本格的に調査するキャラクターは、エジプトの悪神
であるセトへの言及が多いことに気づく。部屋の彫像は、
セト神を表現している。

演台の本はル・ミアの呪文書である。呪文を読むこと
ができる者のみが、その内容を理解することができる。

セト神の教え
祭壇の部屋の大冊はル・ミアの呪文書である。それ

は殺人を実行する際に持ち運ぶには大き過ぎたので、
彼は事前に呪文を準備し、その本を家に置いていった。
大冊は古代エジプト語 (〈解読〉難易度 30）で書かれ
ている。それは少なくとも５レベルのメイジによるフ
レッシュ・ゴーレムの作成のための儀式と次のスペル
を含んでいる。

呪文書：０レベル．デイズ、ディティクト・マジカル・
オーラ、プレスティディジテイション、リード・マジッ
ク；１レベル．コーズ・フィアー 、スリープ、レイ・
オブ・ファティーグ；２レベル．アーケイン・ロック、
インヴィジビリティー、チェンジ・セルフ；３レベル．
クリエイト・クロウリング・クロー *、ホールト・ア
ンデッド、ホールド・パースン；４レベル．アニメイト・
デッド、ビストウ・カース、フィアー。

* 新しい呪文； この冒険の巻末を参照。

C. 古びた遺体安置所 (THE OLD MORGUE)

最終的には、ヒーローたちは地方の古びた遺体安置
所が彼らの次の目的地であることに気がつくことにな
るだろう。この遺体安置所は老朽化しており、より新
しい施設に移行するために準備が行われている。新し
い遺体安置所が完成すると同時に、老朽化した建物は
取り壊すことが予定されている。

この冒険においては、遺体安置所のごく一部のセ
クションだけを説明する。マップの上で描き出されな
かったエリアにはデスク、コンピュータ、およびその
ようなものが設置された典型的なオフィスである。建

物の来たる取り壊しのために、遺体安置所の全体は封
鎖されている。

ベーカー博士は、法医学室の遺体貯蔵用ロッカーの
１つの中にフレッシュ・ゴーレムを隠し、開くことが
難しいようにハンドルを金てこで破壊した。そして、
他の職員が偶然にも室内に入り込むことが無ければよ
いと望んでいた。

ベーカー博士は夜だけの勤務である。日中ここに
いる誰も、ヒーローたちを助けるような情報を提供す
ることができない。彼らは、ヒーローが夜勤の人物と
話した方が良いことを示唆するだけである。キャラク
ターたちが夜勤時間に遺体安置所に到着する時に、声
を出して以下を読むか、言い替えること。

古い遺体安置所は、町の反対側で建設中である新し
い施設のために、段階的に廃止されつつあり、痛んで
老朽化した建物である。小さいけれども、この古い建
造物は、その時代の他のものと同じように堂々として
いる。しかし、その古い正面装飾にはどこかもの悲し
い印象があり、腐敗と絶望は、建物のまさしくその石
にまで行きわたっているようである。

ボタンの上に、「ご用の方は押してください。」と小
さく表示されている。戸口上にはビデオカメラが設置
されている。

C1. 正面玄関と廊下
ドアには鍵がかかっている。ベーカー博士だけが夜こ

こで勤務している。キャラクターがボタンを押すならば、
少々の間待たされてから彼らが入れるよう、ドアがうな
り声のような音を立てる。彼らが建物に入る時に、以下
を読むか、言い替えること。

廊下は十分な照明もなく、薄黒い。清掃員がもうこ
こに来ていないことは明白である。誰も出てこなかっ
たが、誰かが、君たちが入れるようにドアを開放した
にちがいない。

監視用ビデオカメラは、建物の外に誰がいるか分かる
ように、扉の脇のモニターに画像を送り続けている。

部屋の外のドアにいるのが何者なのかをベーカー博士
が確認できるように、法医学室 ( 下のエリア C2) 中にも
カメラがある。法医学室のドア脇にあるボタンは、正面
玄関 (〈装置無力化〉難易度 20) の錠を解除する。

C2. 法医学室
ヒーローたちが到着する頃には、ベーカー博士は、い

ままでの行為がばれてしまったことに気がついている。
彼は、その上でフレッシュ・ゴーレムをけしかけること
ができるように、法医学室に彼らをおびき出そうとする。
キャラクターたちがホールの下に進む時に、以下を読む
か、言い替えること。

白衣をつけている年配の人物が、廊下の突き当たり
に現れた。彼のコートのポケットの上に「ジョン・ベー
カー博士」と読める名札がついている。彼はとうてい
機嫌が良さそうには見えない。

「あんたたちが仕事で来ていることは十分承知して
いるけれど」ベーカーは言う。「この訪問はまったく
嬉しくない。私の仕事には、平安と静けさが必要なの
に、あんたたちの訪問は私の仕事に割り込み、邪魔を
する！私の夜勤が終わるまで、待っていることができ
なかったのか？」そう言って、法医学室と思われる方
へ案内する。
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GM キャラクター： ベーカー博士のデータは、「d20
モダン」P253「中レベル・科学捜査の専門家」を使う。
彼はルガー・サービス・シックス（.38 リボルバー）を
コンシールド・キャリー・ホルスター（〈視認〉難易度
13）にしまっている。

法医学室のドアを開くために、ベーカー博士はキー
カード（見たところの少数のハイテク機材の１つ）を使
う。キャラクターが部屋に入る時には、以下を読むか、
または言い換えること。

法医学室は薄暗く照らされて、ホルムアルデヒド
（訳注：巻末のクローリング・クローのデータを参照。）
とクリーニング用の化学薬品が匂っている。タイルが
反響する、静かなクラシック音楽が部屋を満たしてい
る。

死体を格納するロッカーは、一方の壁に並んでいる。
テーブルの上のビデオモニタの列は、玄関、オフィス
区域、およびこの部屋に通じている廊下を映し出して
いる。画像は、ベーカー博士以外の建物の中にいる人
を、まったく映し出すことはない。調査テーブルの１
つに、シートをかぶせられ、横たわっている死体があ
る。部屋に入るとすぐに、ベーカー博士は音楽のスイッ
チを切り、きみたちに向き直る。

「さて、諸君は、何を知りたいのかね？」
と彼は尋ねた。

法医学室にあるいくつかの棚は、死体解剖を実行する
ために使われた化学溶剤と供給品で満たされている。〈知
識：自然科学〉判定 ( 難易度 15）に成功すると、武器
として使うことのできる、いくつかの化学薬品が入った
ガラスびんを発見できる。このビンを使うのなら、それ
らを弱酸性の酸 (「d20 モダン」P193) として扱う。

死体解剖を待っている死体は、この部屋の一方向の壁
の面を占めているロッカーの中に蓄えられている。いま
は 28 個のロッカーのうちの４つだけが使用されている。
フレッシュ・ゴーレムは左下ロッカーの中にあって、指
示を待っている。

発展： ベーカー博士へ質問するヒーローの誰でもが

〈真意看破〉判定 ( 難易度 15）を試みることができる。
判定に成功すると、彼が、できるだけ速く建物からキャ
ラクターを追い出そうとするために必死なことがわか
る。彼が非常に神経質であるということもわかる。

ベーカー博士は何気ない素振りで、調査について質問
をする。ヒーローたちが何を知っているのか、そして彼
らが有効な手がかりを持っているかどうかを見極めよう
とする。彼は、死体が死体解剖のために遺体安置所に持っ
て来られたと認めるが、自身と殺人とのどのような関係
も否定する。

〈視認〉判定（難易度 20）に成功すると、ベーカー博
士が、シャツの下、彼の首のまわりに金のネックレスを
付けていることがわかる。 ペンダントはアントニー・ル・
ミアによって使い古されたものと同一である。

どの時点においても、キャラクターが武器を抜くか、
はっきりと殺人に関与したということでベーカー博士を
告発するならば、彼はセトの神託の笛を口にあて、力強
く吹き鳴らす。するとフレッシュ・ゴーレムが死体ロッ
カーから飛び出してきて、ヒーローたちを攻撃する。

そうではない場合、ヒーローたちが真実にあまりにも
近寄っているようならば、ベーカー博士は話題を変えて、
ヒーローに、捜査の進展に寄与するかもしれない別の「犠
牲者」を見てほしいと頼む。

ベーカー博士は、フレッシュ・ゴーレムを隠した遺体
保存ロッカーへ、ヒーローたちを案内する。そしてフレッ
シュ・ゴーレムが入っているところを開けると、攻撃す
るように命令するために、彼の首にさげている笛を吹く。

戦闘が発生すると、ベーカー博士は戦闘から隠れるた
めに全力を尽し、彼の銃でできうる限り銃撃する。

フレッシュ・ゴーレム ( カイバー )： hp 69; 「d20 モ
ダン」P226 を見ること。

弱点：カイバーはクラシック音楽に対する弱さを持っ
ていて、魅惑の効果を受ける。カイバーは、それを聞い
た時、すべての攻撃と動きを止めてしまう。意志セーブ
に成功すると、魅惑の効果は取り除かれ、再び正常に行
動することができる。失敗すると、カイバーはアクショ
ンを一切とることができず、彼を攻撃する敵は、彼に対
して攻撃ロールに＋２のボーナスを得る。カイバーがダ
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メージを受けた時にはいつでも、魅惑の効果が切れるか
どうか、彼は新しい意志セーブの機会を得る。さもなけ
れば、彼が音楽を聞くことができる限り、それは続く。

特殊：（ＧＭは、）ヒーローが魔法の武器を持っていな
いならば、フレッシュ・ゴーレムのダメージ減少を無視
すること。

戦術：フレッシュ・ゴーレムはベーカー博士以外の誰
でも激しく攻撃する。彼は法医学博士の命令か、セトの
神託の笛による "1-2-3" という信号がない限りは、戦う
のをやめない。（サイド・バーを参照）

C3. ベーカー博士のオフィス
キャラクターたちが、ベーカー博士のオフィスに到着

した時に、以下を読むか言い替えること。

このオフィスは非常に乱雑で、古風である。 文書、
ファイル、および本がいたるところに積み重ねられて
いる。散らかった机の上に「ジョン・ベーカー博士」

と書かれた名札がある。

〈捜索〉( 難易度 20）に成功すると、フレッシュ・
ゴーレム製作のために必要な、死体の部位を取り除く
手順を記した手記と、エジプト神話とミイラ製作に関
する奇妙な本が複数あることがわかる。この後者の大
冊は古代エジプト語で書かれているが、ページの下部
に沿って翻訳された英語が走り書きされている。

新しい魔法のアイテム
アントニー・ル・ミアの死体の一つ目と、それとは

別にベーカー博士が身につけていた笛は、２つとも新
しい魔法のアイテムである。

 セトの神託の笛： この笛は１つのフレッシュ・ゴー
レムに最適化されている。適切な命令を知っていれ
ば、その主人であるかのように、その笛はゴーレム
を命令に従わせる。途切れない長い吹き音は、フレッ
シュ・ゴーレムに攻撃を指示する。そして強い音の
1-2-3 というパータンは、攻撃するのを止めさせる。
ただし攻撃に対して反撃することはできる。笛の使
用者は、狂暴化したフレッシュ・ゴーレムの操作を
取り戻すための【魅力】判定に、＋５のボーナスを
得る。

フレッシュ・ゴーレムは、セトの神託の笛を保持し
ている誰かを攻撃するのには、難易度 15 の意志セー
ブに成功しなくてはならない。

ル・ミアが携帯していた笛は破損しており、もう適
切には機能しない。けれども、カイバーは、その笛の
保持者に攻撃をするのには、（訳注：笛の能力が失わ
れていても）まだ意志セーブに成功しなくてはならな
い。ベーカー博士の笛はまだ完全に機能する。

タイプ：その他の FX アイテム（魔法）； 術者レベル：３； 
購入難易度：21； 重量：－

C4. 化学と証拠のストレージ
キャラクターがこの部屋に入るならば、以下を読むか、
言い替えること。

この小さな部屋は、さまざまな検査用品、化学薬品、
およびビニール袋に入った証拠品の小物がそこらじゅ

うにある。それは裸の電球１つで荒く照らされている。
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ここには、即席の武器（上記を参照）として使うこと
のできるたくさんの化学薬品がある。

結論
ヒーローたちが、どうにかしてフレッシュ・ゴーレム

とベーカー博士を倒し、彼のオフィスで、殺人とフレッ
シュ・ゴーレム作成の結びつきを詳しく説明するノート
を発見すれば、この事件を解決するのに必要な、すべて
の証拠を持ったことになる。ベーカー博士が生きたまま
捕らえられるならば、彼はすべてを白状したうえで、裁
判の際には精神的な疾患を主張することになる。

警察（または特務局７、ヒーローたちが提携するその
他の組織）は、静かに事件をもみ消し、ヒーローたちが
まだ彼らを破滅させていないならば、クローリング・ク
ローとフレッシュ・ゴーレムを処理する。

報酬
ヒーローたちがセトの秘術について上司に黙っている

なら、彼らは自身のために呪文書を保持することができ
る。さもなければ、それは証拠として収容される。さら
に、殺人事件を解決したことで、彼らはその活躍に対し
て +11 の財力ボーナスを受け取る。

新しいクリーチャー
この冒険は d20 モダン用にデザインされた新しいモ

ンスター、クローリング・クローを導入する

クローリング・クロー（這う鈎爪）
クローリング・クローは、人間の左手を切断して作ら

れる恐ろしい創造物である。汚らわしい魔法と奇妙な錬
金術の混合によって動き出し、たいていは死んだメイジ
の墓や死霊術者の巣窟をうろつきまわっている。彼らは
動き回るのに、自分たちの指を使い、その姿はまるでク
モのように見える。実のところ、彼らは暗闇では大きく
てグロテスクなクモと間違われることがよくある。

クローリング・クローは、人の断ち切られた左手に生
き写しである。切り口には、ホルムアルデヒド（訳注：
酸化メチレンともいい、ホルマリンの原液。防腐剤とし
て広く建築に用いられている。「シックハウス症候群」
の原因物質のひとつ。）と錬金術的混合物のかすかな香
りを浸出させる透明な霊液をたらす。

決して知的でないが、クローリング・クローは、材料
になった人の性格特性のいくつかを保持している。例え
ば、心配性な人物から作られたクローリング・クローは、
常にその指をこつこつ叩くかもしれない、一方で、怒りっ
ぽい人から作られたクローリング・クローは、興奮して
いる時にこぶしを握ったり、中指を立てたりしているか
もしれない。

クローリング・クローは、その爪のごとき指の爪によっ
て攻撃する。単独ではたいした脅威ではないが、集団
になると手ごわくなる。「喝采」と呼ばれるそのような
グループの群れは、縄張りに侵入したどのようなクリー
チャーでも無慈悲に攻撃をする。

種族特性
擬似視覚（変則）：視覚でない感覚を使って、クロー

リング・クローは移動し、見ることができるクリーチャー
と同様に戦闘を行う。目標が不可視であったり、周囲が
暗闇であってもその感覚は影響を受けない。この能力の
有効範囲は 60 フィートである。クローリング・クロー
は通常、その擬似視覚の範囲の中であれば、クリーチャー
に気づくのに、〈視認〉または〈聞き耳〉判定を必要と
しない。

人造：クローリング・クローは、［精神作用］効果に
対する完全耐性を持ち、毒、睡眠、麻痺、朦朧化、病気、
死霊術の効果、そして頑健セーヴを要求するすべての効
果に対する完全耐性を持つ（物体に対しても働くか、無
害である場合は除く）。

人造はクリティカル・ヒット、非致傷ダメージ、能力
値ダメージ、能力値吸収、生命力吸収、大規模ダメージ
の効果の影響を受けない。クローリング・クローは、自
身でダメージを回復することはできないが、〈修理〉技
能によって修理されることができる。〈修理〉判定（難
易度 30）に成功すれば、クローリング・クローへのダメー
ジを１d10 ポイント回復させることができる。この判定
は１時間を要する作業である。ヒット・ポイントが０ま
で減少したクローリング・クローは直ちに破壊され、修
理不可能となる。クローリング・クローは死から蘇るこ
とができない。

凝視効果への完全耐性（変則）：目を備えていないため、
クローリング・クローは凝視攻撃に完全耐性をもつ。

落下打撃（変則）：クローリング・クローの攻撃は、
伏せ状態の敵に対して２倍のダメージを与える。

足払い ( 変則 )：爪による攻撃を命中させたクローリ
ング・クローは、接触攻撃か、機会攻撃を誘発しないフ
リー・アクションとして相手に足払いを試みることがで
きる。もしクローリング・クローが足払いに失敗した場
合でも、対象となった相手はクローリング・クローに足
払いをし返すことはできない。

クローリング・クロー（這う鈎爪）：脅威度 1/3; 小さ
なクリーチャー；HD 1d10;hp 5; 限界 －；イニシアチブ 
+0；移動速度 20 フィート；防御力 15、接触 14、たち
すくみ 15（＋４ サイズ修正、＋１ 外皮）；基本攻撃ボー
ナス ＋０；組みつき 12；攻撃 ＋４近接（１、鈎爪） 全
力攻撃 ＋４近接（１、鈎爪）；接触面 ５×５フィート；
間合い ５フィート；特殊能力 擬似視覚 60 フィート、
人造、凝視効果への完全耐性、落下打撃、呪文抵抗 10：
足払い； 忠誠 何でも； セーブ 頑健 +0、反応 +0、意志
+3； AP 0、名声 +0；【筋】10、【敏】10、【耐】－、【知】
－、 【判】5、【魅】5。

技能： －
特技： －
強大化： なし

新しい呪文
下記の呪文は、５レベルのメイジがクローリング・ク

ローを作成するのに必要とされる儀式の最後の部分であ
る。

クリエイト・クローリング・クロー
這う鈎爪作成

変成術 [ 悪 ]

呪文レベル：メイジ ３；
構成要素：音声、動作、物質 ; 
発動時間：１時間；

距離： 近距離 25 フィート (+5 フィート／２レベル )；
目標：５フィートの半径円に置かれた、断ち切られた人

の左手；
持続時間：瞬間；
セーヴィング・スロー：なし； 
呪文抵抗：可

この呪文は、クローリング・クローを作成しようとす
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るキャラクターの術者レベルの２倍までの数のクローリ
ング・クローを作成する。変成される手はすべて５フィー
トの半径円の中になければならない。作成されたクロー
リング・クローは、術者が 100 フィート以内にいる限り、
そのテレパシーによる命令に従う。この範囲の外に出る
前に、術者がクローリング・クローに簡単な命令を与え
ておけば、術者が戻ってきて他の命令を出すまで、それ
らは力の限り与えられた命令を遂行する。

さもなければ、彼らはあてもなくまわりを動き回り、
動くものであれば何でも攻撃する。

物質要素：食屍鬼の指から採取された爪の欠片と誰か
が失った指輪。
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