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■はじめに
　“狂気の洞窟”は、4レベルの冒険者4～5人向けのダンジョンズ
&ドラゴンズ用にデザインされたシナリオです。
本シナリオは、（株）ホビージャパン発行の「A Seven-game Match」
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”を舞台と
していますが、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。
　また、トーチ・ポートの追加設定、幾つかの新たな（高レベルの）冒
険へのシナリオフックが含まれています。

■ゲームの準備
　この冒険をおこなうには「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」、
「サイオニクス・ハンドブック第3.5版」が必要です。また一部のクリー
チャー・データは「Libris Mortis： The Book of The Undead」（未訳）
および「モンスターマニュアルⅡ」から引用しています。これらの関連
書籍があれば、冒険により一層の彩を加えることができるでしょう。
　典型的なダンジョン探検型のアドベンチャーなので、パーティー構成は
D&Dで基本的な4つのタイプのクラスを含んでいる方が良いでしょう。
　また、パーティーの属性は“善”ないし“中立”であるほうが望ま
しく、“悪”の属性のキャラクターは、このシナリオに相応しくない傾
向にあります。
　このシナリオには、複数のサイオニック能力を使う敵が登場しますの
で、「サイオニクス・ハンドブック第3.5版」をキャンペーンに導入す
るのにあたり、ルールの把握などを行うのに適しています。

■冒険の背景
　トーチ・ポートには隠された秘密と謎が数多くあるのかも知れません。
この冒険もそんな不思議なトーチ・ポートの秘密に“ちょっとだけ”
関わるものです。

　それは偶然だったのか、それとも意図的だったのか、とにかく彼“グ
ランデール”は暗い闇の中で意識に目覚めた。
　そして、その瞬間に全てを呪うこととなった。人間であったはずの彼
は、もはや手も足も、口も目も耳すら奪われ、彼に残されたのは“脳”
とそれを入れる小さな入れ物だけだった…そんな彼の意識に何者かが語
りかける…
　「お前は死に、我のものだ…我からの贈り物、“狂気”を与えよう…」
　 彼が自らの力に目覚めると同時に、“狂気”と言う名の意識がダン
ジョン内に満ちたようであった…。

　彼は自分の配下に何体かのアンデットを支配し、この洞窟を基点とし
て自らの憎しみ（狂気）をぶつける相手を探しています。冒険者はその
格好の目標となるでしょう。彼は水棲グール（ラケドン）を操って、外
界の情報を得ようとしていたところ、今回の事件が起こりました。

　彼は冒険者達が近々やってくることを予想しているでしょう。そして、
もし最初の大潮の時に冒険者が来なかったなら、彼はここを脱出し、トー
チ・ポートの災厄の種となるでしょう。
　または、彼はより深い階層に赴き、より強力で邪悪な存在を引き入れ
るきっかけとなってしまうかもしれません。彼を目覚めさせた存在を…。
　（彼を作った存在についてはこのシナリオ中には登場しません。必要
に応じてキャンペーンの登場人物などに置き換えても良いでしょう）

■冒険のあらすじ
　PCたちはトーチ・ポートの東町にある商工会ギルドに雇われている
冒険者です。
　2日前に真珠貝の養殖場に「水棲グール」（ラケドン）が出現したこ
とを受けて、この事件の調査と討伐のために雇われました。
　昨日、他の冒険者グループによる必死の捜索の結果、グールが出入り
している洞窟を発見しました。そこは、大潮の時だけ陸地に姿を見せる
海底洞窟です。大潮の間は水中で不利な戦いを迫られる必要はないこと
から、パーティーはこの短い時間を利用して洞窟への調査とグールの討
伐を開始します。
　もちろん、グール退治の目的だけのためには、いささか環境によるリ
スクの大きな仕事でしたが、彼らには他の目的もありました。それは、
この辺り一体にある冒険者の心をくすぐる様な噂の数々です。しかし、
この一帯は真珠の養殖の他、貴族の住宅地や軍事施設、そして伯爵の城
が近いことから、めったに冒険者は立ち入りが許可されません。その土
地を合法的に探索できる機会はそう多くはないのです。それは冒険者に
とってはまたとないチャンスと言えます。
　洞窟の入り口付近で、難なくグールを撃破したパーティーは洞窟の奥
に人工の通路があることを発見します。まだ、満潮までには十分な探索
時間があることから、捜索を続行します。
　そのダンジョンで幾つかの障害を乗り切った末にパーティーは強力な
アンデット（ブレイン・イン・ア・ジャーであるグランデール）と死闘
を繰り広げることになるでしょう。そして、このダンジョンの秘密を知
るかもしれません。
　また、探索がうまく行けば「水晶の部屋」へ到達することも出来るか
も知れませんが、しかし、そこの守り手である、ハーピーとの死闘とな
るでしょう。

　この冒険の当初の目標は「水棲グール（ラケドン）」の排除です（そ
してこれは容易く達成できる）。しかし、グランデールを排除しなけれ
ばより多くの問題がトーチ・ポートに発生するかもしれません。また、「水
晶の部屋」を見つけることが出来れば“富”と“次なる冒険への鍵”
を得ることができます。

■冒険の導入
　パーティーはーチ・ポートの東町にある商工会ギルドに雇われている
冒険者で、ギルドが用意した宿「美しき雌鹿亭」に宿泊しています。パー
ティーは必要な装備を整えて、冒険に赴くわけですが、コンベンション
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などでは時間の制約がある場合は既に洞窟の入り口にいるところから始
めてしまって全く問題ありません（推奨します）。

　以下はシナリオの導入部分で、洞窟の入り口から始める場合を想定し
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。特に海岸関連の噂などは、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。

　君達は、商工会ギルドに雇われている冒険者でギルドから緊急か
つ内密な仕事の依頼が来ていた。
　胸にトーチ・ポート商工会ギルド・ギルド章をつけた、その一見
気弱そうだが口が達者なポーンと言う男は、いつものように困った
表情で君達に仕事を持ってきた。
　「なんとも心苦しいのですが、どうか依頼を引き受けてくれません
か。洞窟に逃げ込んだグールを退治して、その洞窟を調査して欲し
いのです。報酬はトーチ・パールのネックレスを1個と、いつもの
ように3日間の滞在費です。」
　初めに聞いたとき楽な仕事と思った君達であったが、そうではな
かった。その、洞窟と言うのは海岸の崖にあり、大潮の時にしか入
り口が出現しない。要するに、数時間の間に行って帰って来られな
ければ、入り口が水没してしまうという事だ。いつもながら、ポー
ンはその最初の説明とは違い、実際にはかなり危険な仕事ばかり持っ
てくる。
　ちなみに、トーチ・パールと言うのは、このトーチ・ポート特産
の真珠のこと。もっと言えばセルジャンと言う男が養殖した真珠の
みに与えられる価値のある真珠だ。ちゃんとしたところで売れ
ば?000gpの価値（PC一人当たり800gp相当）にはなるだろう。
　事の発端は2日前に真珠貝の養殖で一番の腕を誇るセルジャン（エ
キスパート4）がグールに襲われたことにある。幸いなことに彼の命
に別状はなかったようだし、真珠貝も無事だった。まあ、実際のと
ころ襲われたと言うより、見ただけで逃げ出したそうだ。その後、彼
は怖くて海に出ようとしなくなってしまい、この報告を受けた商工
会ギルドは彼が真珠貝の世話に出てくれなくなれば、真珠の品質が
落ちてしまうし、（アンデットが出現したと言う）変な噂が広がれば
真珠の価値が下落すると危惧した。商工ギルドは直ちに冒険者を派
遣して、グールを撃退しようとしたが失敗。しかし、不幸中の幸いで、
グールが海岸の洞窟からやって来ていることを突き止めることはな
んとか成功した。そこで商工ギルドは、より強力な冒険者を派遣す
る事を決め、君達を招集したと言うわけだ。
　報酬を考えてもリスクがあることは確かであったが、君達は依頼
を受けることにした。
　と言うのも、この海岸については色々な噂がある。「海賊ゴランザ
ンの宝」「隠された地下遺跡の宝珠」「古コンラート家の遺産」など
がそれだ。しかし、この辺り一体は、真珠の養殖場の他、貴族の住
宅地や軍事施設、そしてコンラート伯爵の“ヒルガドルフ城”のお
膝元。無名の冒険者に立ち入りが許可される事などめったにない。
今回の短時間の捜索で、これらが発見できるとは思わないが、冒険
者としては良い機会だと思ったのだ。冒険者の心をくすぐられたと
言う奴だ。早々に目的のグールを退治できれば残った時間を有効に
探索に割り当てることができるだろう。
　それに、漁師の話では洞窟内に水が溜まっている事はなさそうな
ので、1、2時間もあれば十分にグールの撃退と探索が可能だろうと
言う考えもあった。
　君達は短時間で最低限必要な準備を整えると、目的地へと向かっ
た。商工ギルドは緊急用にウォーター・ブレッシングのポーションを
1本用意してくれたが、これに頼るような事態にはなりたくはない。
　目的の洞窟は岩棚にあるためギルドの船で行ことになる。この付
近には今も海賊が出るという事だが、今日は大潮のため休業だろう。
　船に乗り暫くすると、潮風に乗って彼方からかすかに歌のような
ものが聞こえてきて、その歌声が大潮であることを告げていた。こ

の歌は沖合に住む「セイレーンの3姉妹」の歌だと言う噂だ。なん
でも大潮の日には露出した湖底の岩盤で音が反響するために歌声が
遠くまで響くらしい。もっとも、ロマンチックな船乗りたちは「次
女が大潮の日に失恋したとかで、それを悲しんでいるから」と信じ
ている。まあ、今の君達には余り関係のないことだ。
　目的地付近の沿岸に到着すると、君達の目の前で、水面が見る見
るうちに下がり、岩棚にぽっかりと洞窟が出現する様が見て取れる。
洞窟の中からは大量の水が噴き出してきている。あと、数分で完全
に入り口が露出するだろう。そうすれば突入が可能になる。船頭と
ポーンが錨を降ろし、船を入り口に接岸させる。君達はセイレーン
の歌が死へ誘うものではないと心に言い聞かせつつ、突入をじっと
待った…。

　シナリオの開始は洞窟の前から始める場合は大潮の朝9時前です。そ
うでないなら、朝の7時ぐらいに商工ギルドに呼ばれたことにしてくだ
さい。目的地までは徒歩と船で30分ほどの場所です。

・水棲グール（ラケドン）について：商工ギルドからはグールの数が1
匹であることと、グールの一般的な能力（アンデット、麻痺、食屍鬼熱）
を教えてくれます。また、最初のパーティーとの戦闘で「大型のシャー
クを召還した」「恐怖を相手に与える能力」を持っていたことも教え
てくれます（モンスターマニュアル第3.5版の62ページ参照）。

・洞窟を発見したパーティーについて：事前に洞窟探し当てた冒険者
グループに接触したがるかもしれません。彼らは既にギルドとの契約
を解除され、西町に移っており、彼らを探し出すには情報収集が必要
となります。

　ポーンは「彼らが得た情報は我々が知っている以上のことはないので、
時間がもったいないから出発して欲しい」旨を強く伝えます（＋16の
修正値で交渉ロールを試みます）。
　もし、それでも冒険者を探し出す場合、情報収集で1d4時間を要し
ます（難易度10）。従って、朝の干潮の時には洞窟に潜れない場合があ
ることに注意が必要です。
　実際、彼ら（2レベル）は商工ギルドに知っていることは全て話して
いるので、有用な情報はありません。その代わり、グールと船で戦った
時の長話をしてくれるでしょう。

・報酬について：PCが報酬の前借として全員分のウォーター・ブレッ
シングを要求してきた場合、与えても問題ありません。ただし、この場
合はその価格の120%（ポーションなら900gp、巻物なら450gp）を
報酬額から差し引いてください。ギルドとしては成功して欲しいが、前
もって投資するリスクを背負うのは極めて嫌がります。ここでさらに交
渉（ギルドの担当であるポーンは交渉技能に＋16修正を持っています）
に成功すれば、成功報酬の減額を減らすことも出来るでしょう（ポーン
の達成値を超える1ごとに1%、最高20%）。なお、使用しなかった場
合でも返品には応じません（通常通り半額での買い取りはします）。

　DMの判断で他のアイテムに関しても前借をさせて構いませんが、
シナリオのバランス上お勧めはしません。十分なリソースの取得はシナ
リオの難易度に影響を与えるため、それに応じた経験値の減少や遭遇難
易度の引き上げなど、シナリオの調整を行うことが望ましいでしょう。

　ちなみに、実際には洞窟内で意図的に水に潜ることはありませんし、1
～2時間の猶予があるので、長時間の休憩などをしない限り、時間内で
踏破できるはずです。従って、ウォーター・ブレッシングがなくても普通
は問題ありません。ただし、ゲレルとの遭遇時にはあると便利でしょう。

（なお、ウォーター・ブレッシングだけでは泳ぐことは出来ないので注意）
・干満の時間について：正確な干満の時間については、漁師かギルド
の案内人に聞けばすぐに分かります。以下の“潮の干満と洞窟”を
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参照してください。

・トーチ・パールについて：トーチ・ポート特産の真珠で、実際には
真珠の養殖を行っているセルジャンが養殖した真珠のみに与えられる
称号のような価値のある真珠の総称です。“トーチ”と言う名の由来
はもちろんトーチ・ポート特産であるが、その他に赤みを帯びたオレ
ンジ色の反射光を持っているので「炎の様なパール」と言う意味も含
まれています。
　このオレンジ色はこの地方特有の地質（海洋成分）が要因とされて
いますが、定かではありません。その意味から、今回の事件のような
アンデットの出現は品質の低下を危惧させるものなのです。より詳し
い情報は■追加設定を参照してください。

・その他の注意事項：パーティーが何らかの理由により、朝の干潮時
に洞窟へ向かわなかった場合。ギルドは報酬の減額（3割ダウン）を
通告します。ギルドは早期解決を望んでおり、パーティーがギルドに
対して誠意的な態度を示さない場合、契約を打ち切り、他のパーティー
に話を持ちかけるでしょう。その場合、このシナリオは終了となって
しまいます。

　今回の依頼は内密に処理され、パーティーもその点については承諾し
て契約しています。安易な契約違反はトーチ・ポートの法によって処罰
されるので注意が必要です。また、今回パーティーが海岸線で探索を行
うことは、ギルドを通じて伯爵の許可を取り付けています。今回の探索
がスムーズに解決できれば、ギルドにおける声明が上がり、以後の探索
の際に許可がされやすくなるでしょう。
　

■潮の干満と洞窟
　本日は満月であり、大潮となります。以下の設定（スケジュール）で
海水面が上下して、洞窟が水没する危険があります。魔法的に十分な準
備と装備があるのなら、比較的安全にこの場所に戻ってくることが出来
るでしょう。また、基本的にこの設定はパーティーを追い立てるもので
はなく、探索のチャンスを制限するためのものです。

・干潮から満潮までは6時間
・洞窟にいられる時間は干潮の前後1時間程度。
・干潮～干潮、満潮～満潮の間が約12時間。
　もし、1回目の探索で無理な場合、2回目のチャンスがあります。
これを逃すと15日（または30日）間待つ必要があります。

・8時 30分から30分間は徐々に水位が下がり（－1フィート／分）、
逆に11:00より徐々に水位が上がる（＋1フィート／分）。

・9時に完全に洞窟が露出し進入が開始可能。
　入り口が水没するのは11時 10分となり、従って、ダンジョン内
に安全に居られるのは2時間となる。

・二回目の干潮は午後22時なので、ダンジョン突入は午後21時～
23時。

・設定上、最大大潮は満月時のみに起こる。
　従って15日後の新月時の大潮では、ダンジョンに潜れる時間はよ
り少なく前後30分。

・水位が上がり始めて20分後には通路（エリア1～4）と地下水脈が
繋がります。
　　こうなると洞窟は複雑な潮の流れを持つ、水路となります。ここ
を泳いで外にでるのは容易ではありません。
　　この水路を泳いで安全に出るためには、難易度18の〈水泳〉判
定に成功する必要があります。
　　失敗してしまうとキャラクターは地底の水脈へと流され、位置を
見失ってしまうでしょう。
　　この場合、出口を探すには十分な視界のもと、難易度15の〈生存〉
判定が必要です。

　　地底の水脈の中も潮の流れと、川の流れが交わり難易度15の〈水
泳〉判定に成功しないと、思った方向には進めません。

■洞窟とダンジョン
　洞窟部分（エリア1～4）については満潮になると徐々に水没する（上述）。
　エリア4にある扉を閉めていないと、それ以降のエリアが水没する可
能性がある点に注意。
　エリアの構造（高さ設定）は以下の図を参照のこと。

1.入り口と通路

　間口は縦10フィート、横15フィートであり、中はだんだんと狭
くなっていて、崖の様な急な上がり坂になっていて、丸みを帯びた
岩が数多く見られる事から、潮の流れで激しく侵食されていること
が分かる。また、海草やフジツボなどがまばらに存在している。

　難易度10の〈生存〉判定に成功すれば海流と波（潮の流れ）によって
侵食が進んでおり、この洞窟に複雑な潮の流れがあることが分かります。
また、通例、このような場所には逃げ遅れた魚介類が多いが、その数は
異常に少ない（ラケドンが生息しているために、魚が寄りつかない）こ
とも分かります。

　この入り口の先は足場の悪い急な坂道になっています。足場は悪いも
のの、手を使うなら問題なく上がることが出来ます。しかし、両手共に
支えることが出来ないのであれば、登攀判定（難易度8）に成功する必
要があります。坂道は2.の入り口の手前15フィートのところで平坦に
なっています。

2.穴の開いた洞窟

　坂を上がりきると、すぐに大きな洞穴にでる。この部屋の中央に
は大きな「穴」が空いており、中からは水が激しく流れる音が聞こ
えている。洞窟は左右の奥の方にそれぞれ続いているようだ。床の
そこかしこにはまだ水溜りがあり、天井からは水が滴り落ちてきて
おり、ついさっきまでここが水の中であったことを物語っている。

　ラケドン：先日の事件と水が引いたことにより、侵入者が来ること
を警戒しています。従って、パーティーの誰かがここへ来る前に光源を
つけているか、大きな音を立てていた場合、ラケドンはすぐさま進入に
気がつきます。しかし、光源をつけていない場合、〈聞き耳〉の判定に
成功しない限り進入を事前に察知できません。
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狂気の洞窟
　〈聞き耳〉は部屋の中央にある穴から響く水の音により、－8のペナ
ルティが“双方”に課されることに注意してください。
　ラケドンが進入に気がついていた場合は、まずサモン・モンスターⅢ
を使いヘルハウンドを召還し、侵入者を撃退しようとします。

　洞窟の奥の方から、一瞬低い唸り声が響いたと思った刹那。部屋の中
央に漆黒の大きな犬が現れる。そいつの口には明らかに炎がくすぶって
おり、君達にその火炎の息を吐きかけてきた !

　このラウンドでヘルハウンド（モンスターマニュアル第3.5版を参照）
は最も多くの敵がブレス攻撃の標的になるようにブレスによる攻撃をお
こないます。また、ラケドンは地図上のAの位置で隠れ身を実行して
います（遮蔽のため〈隠れ身〉に＋2ボーナスを得る）。擬似呪文能力は
音声要素を必要としません。また、水の音のペナルティにより〈聞き耳〉
でラケドンの位置を発見するのは容易ではありません。
　ヘルハウンドが殺されるか3ラウンド立って消えるかすると（または
見つかった場合）、即座にスティンキング・クラウドを使用します。続
いて、スティンキング・クラウドに耐えた前衛をコーズ・フィアーで無
効化しようとするか、脅威となる前衛がいない場合は後衛に向けてス
コーティング・レイかマジック・ミサイルを使用します。
*：実際にはパーティーの存在を確認した時点でサモン・モンスターⅢ
が開始されます。サプライズ・ラウンドで召還が開始され、次のラケド
ンのターンで出現するものとします。
　ラケドンが進入に気がついていない場合、地図上のBの地点にいます。
この場合、通常通りにイニシアチブを行い、戦闘を解決すること。この
場合、ラケドンは最初にスティンキング・クラウドを使用し、出来るだ
け接近戦を避けて、呪文の使用を優先します。
　ラケドンはグランデールの優秀な部下であり。彼の尖兵として活動を
しています。ラケドンは【知】13、【判】14を持っており、闇雲につっ
こむような戦術は取らず、戦略的な戦闘を行います。ラケドンの表面に
は良く見れば、表面にルーン文字が浮かんでいるのが分かります（難易
度10の〈視認〉判定に成功する必要があり、失敗すると単なる模様や
しわと勘違いしてしまいます）。ルーン文字に気がつくことが出来れば、
〈知識（宗教）〉の判定でその達成値により以下のことが分かります。
　達成値12：「スペルスティッチト」の名前のみ、17：複数の擬似呪文
能力を使用すること、22：ダメージ減少5／銀または魔法を持ってい
ること、27：呪文抵抗12を持っていること、32：退散抵抗を持ってい
ること。

スペルスティッチト・ラケドン（水棲グール）の1レベル・ファイター
中型サイズのアンデット（水棲）
ヒット・ダイス：3d12＋1d10＋4（29hp）
イニシアチブ：＋3
移動速度：30フィート／水泳30フィート
アーマー・クラス：18（＋3【敏】、＋2外皮、＋3スタデッド・レザー）、
接触13、立ちすくみ15
基本攻撃／組み付き：＋3／＋4
攻撃：噛みつき=＋6近接（1d6＋1および“麻痺”）
全力攻撃：噛みつき=＋6近接（1d6＋ 1および“麻痺”）および
爪（x2）=＋4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14／1d4＋1ラウンド）
疑似呪文能力（術者レベル4、難易度）：1日3回－マジック・ミサイル
1日2回－インフリクト・モデレット・ウーンズ、スコーティング・レイ
1日1回－コーズ・フィアー、サモン・モンスター3、スティンキング・
クラウド
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、＋4退
散抵抗、ダメージ減少5／銀または魔法、呪文抵抗12
セーヴ：頑健＋5、反応＋5、意志＋7
能力値：【筋】12、【敏】16、【耐】－、【知】13、【判】14、【魅】14

技能：〈隠れ身〉＋9、〈視認〉＋8、〈忍び足〉＋9、〈跳躍〉＋6、〈登攀〉
＋5、〈平衡感覚〉＋7、〈水泳〉＋11
特技：《複数回攻撃》、《武器の妙技》、《強化版追加hp》
脅威度：3
持ち物：高品質スタデッド・レザー
　モンスターマニュアル第3.5版の62ページを参照。スペルスティッ
チトに関してはモンスターマニュアルⅡの192ページ参照。なお、ラケ
ドンは水棲ですが、アンデットのため呼吸せず、陸上移動速度も持って
いるため、陸上でも問題なく行動可能です。
　穴：穴の底は空洞になっており、地下水が海水に流れ込んでいる大き
な湾（地底湖）が広がっています。光源を照らせば渦潮のような水流の
うねりが見て取れ、穴から水面までの高さはおよそ20フィートほどで
あることが分かります。適切な呪文や能力（フライやスパイダークライ
ム等）があれば地下水脈のある空洞に下りることが可能です。
　地下水脈は上流に向かって50'ほどで続いていますが、その先は岩棚
に飲み込まれていて、地下水が滝の様に噴出しています。この岩棚を十
分に捜索すれば（難易度20の〈捜索〉判定に成功する必要がある）巧
妙に隠された通路を発見することが出来、最近反対側から閉じられた後
があります。この通路に入るには、ノックを使用するか、破壊する必要
があります（破壊難易度40、硬度8、ヒットポイント100）。通路の先
は深い地下世界へと繋がっています。
　水の深さは深いところで6'ほどとそれほど深くは無いですが、11時
より1フィート／分の速度で水面が上昇し、20分後の11時20分には
フロアーにあふれ出してきます。
　なお、この空洞内は水の音が激しく反響しており、全ての聞き耳判定
に－12のペナルティを被ります。

3.ラケドンの棲家
　ここはラケドンが主に住みかにしている場所であり、食べかけの魚な
どがあります（つい最近のもので流されていない）。難易度20の〈捜索〉
判定に成功すると1d4＋1匹の毛ガニを発見することが出来ます。その
内の1匹は“緑色のクリスタル製の指輪”が体毛に引っかかってい
ます。これはカニを捕まえるか（自動的）、難易度25の〈視認〉判定
に成功する必要があります。
　クリスタルの指輪は後述の7.水晶の扉で使用します。

4.扉の部屋

　ここには中央の床に緑色をしたクリスタル製の扉と、その横には
クリスタルのプレートが備え付けられており、文字の様なものが書
かれているが、ちょうどその上に海草の切れ端が落ちており、読め
ない。まだ海水に濡れているクリスタルの扉とプレートは長年の海
流による侵食も見られずに、光源に照らされると神秘的な輝きを放っ
ている。

　金属プレート：竜語で文字が彫り込まれており、竜語が読めれば「我
らがために、我らの未来のために」と書いてあります。

　クリスタルの扉：奇妙で抽象的な模様（意味するところを判別するこ
とはできませんが、禍々しくて、あまり良い感じではありません）が書
かれていて、明かりで照らせば下に通路が続いていることがうっすらと
クリスタルを通して見ることが出来ます。
　扉は鍵がかかっていなませんが、しっかり閉じられているため、開け
るには難易度15の【筋】判定に成功する必要があります。この扉によっ
て、先のエリアが水没するのを防いでいます。従って、この扉を開けっ
放しにしていると、満潮時に中のエリアの一部が水没することとなるの
で注意が必要です。また、水圧が扉にかかっている状態では、開けるた
めの難易度は＋10され25に上昇します。扉を開けると、壁際に荒削
りのはしご状の階段が設けられています（長さ5フィート）があります
（4bへ）。

4



狂気の洞窟
5.グレルの巣

ここには1体のフィーンディッシュ・グレルが天井に隠れています。

　大きなホール状の空間で、洞窟のほとんどは白く濁った水で覆われて
いる。部屋の中央にはレール状の簡素な橋がかけられてあり、洞窟の向
こう側に渡れるようになっている。天井は鍾乳石で覆われ、ここが水没
していた場所ではないことが分かる。

　水：岩盤から溶出した成分（カルシウム等）やプランクトンや細菌類
のため白く濁っていて底は見えません。しかし実施の深さはひざの高さ
ぐらいしかなく、移動力が半減するものの、それ以外の特別な効果はあ
りません。

　橋：簡素で手すりもありませんが、橋は鉄で補強され見た目よりも頑
丈です。橋は水面より1フィートほど高い位置にあります。この橋の床
板の間隔は広く開いていますが、橋を歩いて渡ることに関しては何のペ
ナルティもありません。しかし、橋を走って渡ろうとした場合は、難易
度10の〈平衡感覚〉判定に成功しないと転倒する危険があります。転
倒した場合、50%の確率で橋から転落します（追加ダメージ等はあり
ません）。
　天井：高さは30～40フィートで、鍾乳石がいくつも垂れ下がってい
ます。

　ゴミの山：マップ上のC。腐った魚の死骸や海藻類などで、特に何
もありません（ある意味罠です）。

　グレル：グレルは獲物が入ってくるのを天井に張り付いて待っていま
す（マップ上のAの位置またはAとBの両方。高さ30フィート）。こ
れを発見するには天井に対して難易度27の〈視認〉判定に成功する必
要があります（グレルの〈隠れ身〉の達成値は22ですが、乱立する鍾
乳石のため＋2の状況ボーナスを得ており、距離30'のため＋3。十分
な視力や光源が無い場合はさらに上昇することに注意してください）。
　獲物が近づくとグレルは突撃を仕掛け、麻痺させようとします（ただ
しグレルは爪を持たないので、急降下攻撃は行えずダメージは2倍にな
りません）。グレルは獲物を捕まえるか麻痺させると水に落とすか、押
さえ込むかして窒息させようとします。または獲物を上空へ持ち上げ天
井から落とそうとします（4d6ポイントの落下ダメージ）。

強大化したフィーンディッシュ・グレル
中型サイズの異形（他次元界）
ヒット・ダイス：6d8＋12（39hp）
イニシアチブ：＋2
移動速度：5フィート ／ 飛行30フィート（完璧）
アーマー・クラス：16（＋2【敏】、＋4外皮）、接触12、立ちすくみ14
基本攻撃／組み付き：＋4／＋21
攻撃：触手=＋5近接（1d6＋1および“麻痺”）
全力攻撃：触手（×10）=＋5近接（1d6＋1および“麻痺”）、噛み
つき=＋0近接（2d4）
接敵面／間合い：5フィート／5フィート
特殊攻撃：つかみ強化、麻痺（難易度15、4ラウンド）、善を打つ一撃

（1日1回、ダメージ＋6）
その他の特殊能力：疑似視覚60フィート、飛行、完全耐性（電気、麻痺）、
触手の再生、呪文抵抗11、

ダメージ減少5／魔法、火と冷気に対する抵抗5
セーヴ：頑健＋4、反応＋4、意志＋5
能力値：【筋】12、【敏】15、【耐】14、【知】10、【判】11、【魅】9
技能：〈隠れ身〉＋12、〈聞き耳〉＋4、〈視認〉＋4、〈忍び足〉＋10
特技：《かすめ飛び攻撃》、《隠密》、《肉体攻撃強化（触手）》

脅威度：4
　モンスターマニュアルⅡの54ページを参照。なお、データは米国ウィ
ザード・オブ・ザ・コースト社の「D&D v.3.5 Accessory Update 
Booklet」（http：//www.wizards.com/default.asp?x=dnd/dnd/
20030718a）を適用して第3.5版対応としたものです。
　フィーンディッシュ種クリーチャーについてはモンスターマニュアル
第3.5版の217ページを参照。

6.T字路と崩落した通路

　この小さな部屋は部屋の南側の半分が人工的に整備された壁に
なっている。西の通路は崩落しているらしく、直ぐに行き止まりと
なっているようだ。崩落した瓦礫の山には、下敷きになったと思わ
れる哀れな人物の足がわずかにはみ出している。東の通路は60'の
ところで扉に突き当たっていて、その途中の北側の壁には別の扉も
見える。

　落とし穴（6a）：東の通路の入り口には落とし穴が仕掛けられてい
ます（脅威度1;機械式 ;重量感知（50ポンド）;自動再準備（1分後に
閉じる）;反応セーヴ（難易度18）で回避 ;深さ30フィート（3d6、落
下）;〈捜索〉難易度15 ;〈装置無力化〉難易度20）。

　崩落した通路（6b）：右足だけがわずかに見える死体が崩落した瓦
礫に下敷きになっています。難易度20の〈捜索〉か、難易度15の〈知
識（建築学）〉の判定に成功すれば、何らかの力（天井で何かが炸裂し
た後がある）によって意図的に崩落させたことが分かります。〈捜索〉
の達成値が22以上であれば、瓦礫の向こうに通路が続いていることが
分かります。また、〈知識（建築学）〉の達成値が17以上であれば、無
闇に取り除こうとすると、崩落の危険があることと、崩落させずに慎重
に作業すると20～30分ぐらいの時間が必要であることがわかります。
　瓦礫をどかすか破壊させるのは大変な作業です。安易に破壊すると、
天井がさらに崩落する危険を伴います。瓦礫を慎重にどかす作業には少
なくとも20＋2d10分の時間が必要になります。破壊するのは遥かに
短い時間ですみますが、危険を伴います。瓦礫は硬度6、600hpを持っ
ていて、瓦礫に10ポイントより大きなダメージを与えると、10を越え
る1ポイントのダメージにつき5%の確率で崩落が起きます。崩落は
2d6ポイントのダメージを与え（反応セーヴィング・スローに成功する
と1／2ダメージ）、そのダメージ1ポイントにつき瓦礫のhpが10点
増加します。
　また、瓦礫をどけることができれば、下敷きになっていたのが腐りか
けた哀れな海賊の死体であることがわかります。死体と彼の装備品は崩
落の衝撃と腐敗により使えそうな物は残っていません。
　瓦礫を排除することが出来たら以下を読み上げてください。

　下敷きになっていた男は崩落による損傷がと腐敗が激しいが、わ
ずかに残った遺留品からすると、海賊の類であろう。また、瓦礫の
向こう側は短い通路が続いているが、左右の壁と天井には奇妙なレ
リーフがいくつも彫られ、その極彩色が意味不明で抽象的なレリー
フの美しさを際立たせている。通路の突き当たりには緑色のクリス
タル製の扉がある。

　奇妙なレリーフ（6c）：何を模したものなのかはさっぱりわかりま
せん。極めて抽象的で幾何学模様のようにも見えます（通常のメンタリ
ティを有した存在ではないことは分かるかもしれません）。そして、こ
のレリーフには巧妙に隠された危険な罠が存在します。何者かが通路に
侵入し、扉の前に立つと、その左右の壁のレリーフに隠されたクロウリ
ング・タトゥー（這い進む刺青）が活性化し、通路内にいる最も近いも
のに向けて、這い寄ってきます !  各クロウリング・タトゥーはAC18、
10hp、硬度5、移動速度30フィートを持っており、＋6の攻撃ボーナ
スで目標に近接接触攻撃を試みます。この接触攻撃は目標から機会攻撃
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狂気の洞窟
を誘発します。クロウリング・タトゥーの攻撃が命中すると、目標にコ
ンカッション・ブラスト同様の効果（2d6ポイントのダメージ）を与え
て消滅します。攻撃をはずした場合、破壊されるまで毎ラウンドその目
標を攻撃し続けます。クロウリング・タトゥーは左右の壁に2個ずつ、
計4つ装備されています（脅威度5;魔法装置 ;場所式で作動（アラーム）;
自動で再準備（24時間後）;攻撃（×4）＋6近接接触（2d6）;パワー
効果（コンカッション・ブラスト、5レベル・サイオン相当、セーヴ不
可）;〈捜索〉難易度27、〈装置無力化〉難易度27）。

7.水晶の扉

　半透明の美しい緑色のクリスタル製の扉で、扉の向こうには、部
屋の中央に淡い光を放つ物体があり、幾つかの人間のような影が部
屋の隅に見られ、部屋の中央付近には何者かが倒れているように見
える。また、扉には奇妙で抽象的な模様が刻まれている。

　この扉には鍵がかけられており、鍵穴の代わりに小さな円形の窪みが
設けられている。扉の鍵である指輪は3.ラケドンの棲家で手に入るが、
難易度30の〈開錠〉判定に成功すれば開けることも可能です。
　模様は4.扉の部屋と同様のものです。
　扉が開くと同時に、部屋の壁に掛けてある光源（たいまつ相当。7ヶ
所）に光が灯ります。

8.水晶の部屋

　部屋の中央には緑色の大きなクリスタルがはめ込まれたスタッフ
が床から突き出ていて（刺さっている）、淡い光を放っている。また、
部屋の周りには羽根の生えた醜い人間のようなクリスタル製の像が
6体あり、スタッフの隣には人の形をしたクリスタル像が倒れるよ
うに崩れている。部屋の天井近くの壁にはラッパのような形をした、
穴が幾つも開いている。

・スタッフ（またはドルジェ）：スタッフは部屋の中央、床にある小さ
な台座の穴に垂直に挿し込まれている。台座には竜語で「心の幻惑者が
新たな道を指し示す」と書かれています。スタッフの先端には水晶がは
め込まれており、これが淡く光っていて、その柄には竜語でコマンドワー
ドも書かれています（効果は書かれていない）。スタッフは台座のパワー
により動作しているので、台座から取り外してしまうと効果を失います
（簡単に外すことが出来る）。スタッフを台座に挿した状態でコマンド
ワードを唱えると、スタッフの水晶が一瞬強く光り、ランダムな方向に
クリスタライズの光線が発射されます。
　1d8で発射された方向を決定し、結果が2－7であれば、水晶の像に
命中します（以下参照）。その結果が“1”であったならスタッフの使用
者に命中すします。キャラクターに命中した場合は難易度19の頑健セー
ヴィング・スローに成功しないと、水晶化してしまいます（クリスタラ
イズのパワーと同様）。これは再度、光線に当てることにより解除が可
能です。8の位置の像は既にありませんので、結果が8であった場合は
何も起きません。

・水晶の像：鳥と人間を掛け合わせたような醜い女の象で、とても精巧
に作られている様に見えます。難易度17の〈知識（自然）〉の判定に
成功すればハーピーであることが分かります。また、難易度17の〈知
識（超能力）〉の判定に成功すればフレニック種クリーチャーであるこ
とが分かります。さらに、難易度26の〈サイオニック学〉の判定に成
功すればこれがクリスタライズのパワーによってクリスタル化されてい
ることを知ることが出来ます。
　これらの像にスタッフの光線が命中すると、像は即座に通常の状態に
戻り、近くにいる者を攻撃します。フレニック・ハーピーは必ず最初に
“魅了の歌”を使用します。
　現状、7体の内1体が粉々になっています。動かない状態で破壊する

ことも可能（ルール上明記はされていませんが、ここでは硬度8、
hp31を持っているものとして扱って下さい）ですが、全ての像を壊し
てしまうと、クリスタル・ボールを得ることができませんので注意が必
要です。

・クリスタル・ボール：南の壁の中央付近には隠されたアルコーブがあ
ります（地図上で1ヵ所だけ明かりが無い場所です）。このアルコーブ
は難易度30の〈捜索〉の判定に成功すれば見つけることが出来ます。
この隠し戸は難易度25の〈開錠〉か〈装置無力化〉判定のどちらかに成
功することで開けることが出来ます。しかし、その奥はフレニック・ハー
ピーによる“魅了の歌”が使用されるまでは「何も存在しません（た
だの壁に見えます）」。フレニック・ハーピーによる“魅了の歌”が使
用されると、部屋の天井近くのラッパ状集音器で感知し、魔法的にアル
コーブが出現し、中に宝石の山（総額で5d4×500gpの価値）とその
上に置かれた小さなクリスタル・ボールが入っています（まだアルコー
ブの戸が開いていないのであれば自動的に開きます）。クリスタル・ボー
ルは直径が5cmほどの透明なもので、良く見ると、ひび割れの様にも見
える複雑な模様が中に描かれていることが分かります。また、表面には
竜語で数字と方向と角度を表すような刻みが幾つも付けられています。
　これをブルズアイ・ランタンの光などで投射（少なくとも5フィート
四方に映し出す必要があります）すると地図が描かれる仕組みです。地
図は2.穴の開いた洞窟から地下世界へと通じる道を示したもののよう
で、その投射角度によって幾つかの異なった地図が投射される仕組みで
す。これらの地図を解析するのは非常に困難な作業です。少なくとも4
時間の時間をかけて難易度20の〈知識（地理）〉または〈解読〉の技能
判定に成功する必要があります。再度時間をかければ何度でも再挑戦可
能です。
・水晶化して砕けた死体：この死体は遠い昔に不運にもクリスタライズ
を受けてしまった人間の冒険者です。砕けてしまっていますが、その装
備や服装は明らかに一昔前のものだとわかります。また、難易度18の〈捜
索〉に成功すれば、何者かがクリスタライズ後に破壊した事が解ります。
　彼は頭が砕けてしまっているので、再度クリスタライズが命中したと
しても、死亡したままです（口はありませんので、残念ながらスピーク・
ウィズ・デットの呪文はこの死体には効果ありません）。クリスタライ
ズで元に戻すことができれば（あまり気持ちの良い光景ではないが）、
まだ使えそうな装備品（グラヴズ・オブ・デクスタリティ（＋2）、錬
金術銀製の高品質ダガー、リング・オブ・スイミング、ポーション・オ
ヴ・ニュートラライズ・ポイズン）を入手することもできます。

フレニック・ハーピー
中型サイズの人怪（サイオニック能力者）
ヒット・ダイス：7d8（31hp）
イニシアチブ：＋2
移動速度：20フィート／飛行80フィート（平均的）
アーマー・クラス：13（＋2【敏】、＋1外皮）、接触12、立ちすくみ11
基本攻撃／組み付き：＋7／＋7
攻撃：クラブ=＋7近接（1d6）
全力攻撃：クラブ=＋7／＋2近接（1d6）、爪（×2）=＋2近接（1d3）
接敵面／間合い：5フィート／5フィート
特殊攻撃：魅了の歌（難易度18、意志セーヴ）、擬似サイオニック能力
（難易度15＋パワーレベル）
1日3回－ディフェンシヴ・プレコグニション（AC＋3）、エンプティ・
マインド（＋5）、マインド・スラスト（7d10、DC＋3）
1日1回－フォース・スクリーン（AC＋5）、ボディ・アジャストメン
ト（2d12）、ブレイン・ロック、アヴァージョン（DC＋2）、
サイオニック・ブラスト（2ラウンド）
その他の特殊能力：暗視60フィート、パワー抵抗17、生来のサイオニッ
ク能力
セーヴ：頑健＋2、反応＋7、意志＋7
能力値：【筋】10、【敏】15、【耐】10、【知】9、【判】14、【魅】21

6



狂気の洞窟
技能：〈はったり〉＋9、〈威圧〉＋7、〈聞き耳〉＋7、〈視認〉＋3、〈職能（演
説）〉＋3
特技：《かすめ飛び攻撃》、《ホバリング》、《回避》
脅威度：6
　モンスターマニュアル第3.5版の197ページを参照。
　フレニック種クリーチャーについてはサイオニクス・ハンドブック第
3.5版205ページを参照。
　注）フレニック種クリーチャーの特殊能力のうち「ブラスト」につい
ては、米国ウィザード・オブ・ザ・コースト社における掲示板の記載、
SRD掲載サイトの記述等から「サイオニック・ブラスト」であると判
断した。「コンカッション・ブラスト」の場合は3d6ダメージを1体か
2d6ダメージを2体のクリーチャーに与える（セーヴ不可）能力となる。
　フレニック・ハーピーは必ず最初に“魅了の歌”を使用します。それ
が不可能な場合に限り、他の攻撃手段を使用します。また、フレニック・
ハーピーとの戦闘は7d10のダメージを与えるマインド・スラストや朦
朧化させてしまうサイオニック・ブラストなどを有することから、非常
に厳しく、全滅の危険があることが予想されます。この点から考えても、
フレニック・ハーピーの最初の行動は“魅了の歌”とすべきです。こ
れは、アルコーブを開くための鍵でもあります。

9.蜘蛛の巣

　部屋は一面に蜘蛛の巣が張られ、部屋の奥は壁が壊されて洞窟へ
と繋がっていて、その床には大きな縦穴が開いている。部屋の隅に
は糸で出来た繭状のものが転がっている。そして、部屋の天井には
巨大な蜘蛛が獲物を待ち構えて張り付いているのが見え、さらには、
部屋の奥の穴からは蜘蛛に似た人型の生物が2体這い出てくると、
こちらに向かってくる。

　蜘蛛：ここにはエターキャップ2体と大型モンスタラス・スパイダー
がいます。天井の高さは15'です。マップ上の“N”は蜘蛛の巣が張ら
れていることを示しており、エターキャップとモンスタラス・スパイダー
以外が侵入すると、蜘蛛の糸に絡め取られてしまいます。この蜘蛛の巣
を発見するには難易度20の〈視認〉判定に成功する必要があります。
絡め取られると、絡みつかれた状態となり移動することができません。
脱出には難易度17の【筋】判定か難易度13の〈脱出術〉の判定に成
功する必要があります。エターキャップおよびモンスタラス・スパイ
ダー、蜘蛛の巣の効果についてはモンスターマニュアル第3.5版の37
ページおよび286ページ参照。

　宝箱：宝箱には平均的な錠前（〈開錠〉の難易度28）が取り付けられ
ています。中にはポーション・オブ・レッサー・レストレーションの他
に5pp、54gpとコンラート家に似た紋章が入った銀製の燭台の上部分
（台の部分がネジ式になっており、取ら払われているようです）が入っ
ています。難易度15の〈知識：地域（トーチ・ポート）〉もしくは〈知
識（歴史）〉の判定に成功すれば、それがコンラート家初期の古い紋章
であることがわかります。

　金貨：床に落ちている金貨とその周辺の床は黒く変色しています。こ
の黒いものは毒性のカビです。難易度13の〈知識（自然）〉の判定に
成功すれば、それが危険な接触性の毒であることがわかります。誤って
素手で振れてしまうと、「チクッ」とした痛みと共に毒の効果を受けます。
金貨は全部で2d20枚あり全て200年以上も昔のものです。
　ディープ・ブラック・モールド：接触・難易度14、初期ダメージ
1d4【敏】、予後ダメージ2d4【敏】、価格150gp

　死体：この部屋の隅にある繭状のものは海賊の死体です。特筆すべき
ものは何も持っていません。

　床の穴：縦横がおよそ10フィートのこの穴は長い縦穴で10.古コン

ラート家の地下通路へと続いています。海賊と蜘蛛はここからやって
きました。壁面にはまだ新しい、杭などが足場を確保するために刺さっ
ています。降りてゆくには難易度10の〈登攀〉判定に成功する必要が
あります。失敗すると、20フィート下の地下通路に転げ落ちてしまい
2d6ダメージを被ります。

10.古コンラート家の地下通路

　そこはかび臭く、広々とした洞窟で、東の壁にある大きな鉄扉だ
けが奇妙な存在感を主張している。その大きな扉にはコンラート家
に良く似た紋章が入っている。扉の手前には数体の白骨化した死体
と黒焦になった死体が1つ横たわっている。また、洞窟のあちこち
には巨大な蜘蛛の巣が張られているのが見て取れる。

　守られた扉と壁：ここは古コンラート家の財宝が隠された迷宮へと続
く地下通路の入り口です。この大きな扉は約10フィート×10フィート
の鉄製で、全く錆びておらず、魔法的な処理と防御用の魔法が複数施さ
れています。扉はアーケイン・ロック（術者レベル16）がかけられて
いると同時に、鍵とかんぬきで閉じられています。従って、この扉を呪
文によって開けるには、術者レベル10以上のノックが2回もしくは1
回＋1回のディスペル・マジック（アーケイン・ロックの解除用）が必
要となります。ただし、かんぬきは燭台の仕掛けを動かすことで解除が
可能です。扉の紋章は旧コンラート家の紋章の紋章ですが、危険な罠が
仕掛けられています。
・扉（魔法処理された鉄扉）：破壊難易度48、硬度20、120hp、〈開錠〉
難易度40
・シンボル・オブ・フィアー：脅威度1 ;魔法装置 ;接触または視認 ;自
動再準備 ;意志セーヴ（難易度19）で回避 ;恐慌状態（11ラウンド）;〈捜
索〉難易度31 ;〈装置無力化〉難易度31。
・グリフ・オブ・ワーディング：脅威度3 ;魔法装置 ;接触 ;自動再準備 ;
反応セーヴ（難易度14）で半減 ; 5フィート半径の爆発（5d8、火）;〈捜
索〉難易度28、〈装置無力化〉難易度28、術者レベル10。
・壁（魔法処理された補強された石造り）：破壊難易度65、硬度16、
360hp、中心にウォール・オブ・フォースが挟み込まれており、容易
には破壊できません。
　扉の左右の壁には燭台を置くための窪みがあり、銀の燭台がしっかり
と取り付けられています。右の燭台は上半分が取り外されています（ネ
ジ式）。銀の燭台は各20gpの価値があります。燭台には旧コンラート
家の紋章が入っています。窪みは難易度25の〈捜索〉判定に成功すれ
ば燭台がスイッチになっていることが分かります。両方の燭台を設置し
た状態で燭台を押し込めば、扉のかんぬきが外れます。扉からは鎖を巻
き取るような音と金属が擦れるような音が聞こえてきます。

11.レバーの扉
6.T字路と崩落した通路同様に壁には抽象的な色鮮やかなレリーフが
ありますが、ここには罠はありません。部屋のレバーを倒した状態でな
ければ扉を開けることはできず、レバーは離すと元の位置に戻ってしま
うので、誰かがレバーを引いている必要があります。なお、レバーを引
くと扉から留金が外れるような“ガコン”と言う音がします。

12.覚醒の間
　グランデールが目覚めた場所であり、邪悪な祭壇が築かれています。

　扉が開くと同時に強い麝香の匂いが鼻を付き、それに肉が腐った
臭い混じり、一瞬吐き気を誘う。2列に並んだ柱の影から、腐臭の
原因である4体のゾンビが行く手を阻む様に迫ってくる。彼らはそ
の衣服からすると哀れな海賊の成れの果てだろう。彼らの後ろには
祭壇を守るように、数体のラケドンがいる。良く見れば、洞窟の入
り口で戦った奴と同様に、体に文様が刻まれているのだが、全身で
はなく中途半端に刻まれている。そして、部屋の奥、ルーンが青色
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に輝く魔法円に中心、邪悪の祭壇に“それ”はいた。奇妙なガラ
ス容器と溶液、そして“脳”だけからなる“それ”は宙に浮か
んで静止している…。
　君達が一瞬“それ”の外見に驚いた刹那、“それ”が心に語
りかけてくる !?

　彼はテレパシーによるコンタクトを試みます。抵抗したい場合は難易
度18の意志セーヴに成功する必要があります。テレパシーを受け入れ
るか、抵抗に失敗したキャラクターは“狂気の映像”が流れ込んできて
しまいます。

　断片的な“狂気”そのもの映像が一瞬で脳裏に焼き付けられる。
　「自分の肉体が何者かに解体されてゆく」、「呪詛の声と覚醒」、「目
の前で仲間が拷問され殺される」、「奇妙な容器に脳が移しかえられ
保管される」、「強力なパワーの前に倒れる瞬間」、「美しい碧い瞳の
女性が、その心を貫くような眼差しでこちらを見て『グランデール』
と呼んでいる。その胸にはトーチ・パールで飾られた、大きな“サ
ファイア”のペンダントが輝いている」、「仕えるグールの姿」、「深
遠の闇」、「新たな“狂気”として崩壊する自我」、そして「呪詛
を唱えつつ覗き込む影」
　“それ”の記憶なのか、他の何者かの記憶なのかも定かではな
い。断片的な映像の時間軸すら不明である。強烈な思念に耐えつつ、
必死で呼びかけるが、それは彼の狂気を加速させるだけであり、た
だ分かるのは“それ”がもはや“狂気”しか持っていないとい
う事だけだった。
　そして、その強烈な意識が“狂気の本流”となって、君達の心
をかきむしり、引き裂く !

　グランデールと精神的なコンタクトを行おうとした場合、ブレイン・
イン・ア・ジャーの特殊能力であるMadnessの効果により【判】に1d4
ポイントのダメージを被ります（セーヴ不可）。
　彼はもともと人間のワイルダーで冒険者でした。しかし、遠い昔の冒
険で殺され、その脳だけが何者かによって大切に保存されました。グラ
ンデールは既に狂気しており、全く別の存在（アンデット）としてよみ
がえっています。従って、生前の記憶はほとんど残っておらず、何者が
自分を作ったのかなどを気にも留めていませんし、交渉などには一切応
じることはないでしょう（〈交渉〉の技能は持っているが）。狂気だけが
彼の精神であり、彼の中で時折フラッシュバックする昔の光景は、彼の
狂気を加速させる意味しかありません。

　デセクレイト：このエリア内の祭壇を中心に《魔法効果範囲拡大》化
されたデセクレイトの呪文が永続的にかかっています（術者レベル16）。
従って、範囲内（祭壇から40フィート以内）では以下の効果を発生さ
せます。
1.クレリックのターンアンデットの判定に－6ペナルティ。
2.アンデットの攻撃、ダメージ、セーヴィング・スローのロールに＋2
ボーナス。
3.アンデットは1ヒット・ダイスにつき＋2の追加hpを得る。
　以下のデータの｛　｝は上記の修正を加えたものです。

グランデール／強大化ブレイン・イン・ア・ジャー
超小型サイズのアンデット
ヒット・ダイス：8d12＋8（hp60）｛8d12＋8＋16（hp76）｝
イニシアチブ：＋2
移動速度：飛行30フィート（良好）
アーマー・クラス：13（＋2【敏】、＋1反発）、接触13、立ちすくみ11
基本攻撃／組み付き：－／－
攻撃／全力攻撃：－
接敵面／間合い：1フィート／－
特殊攻撃：マインド・スラスト（2d10、難易度18）、アンデット威伏（1

日6回、＋5、2d6＋6、8レベル相当）
サイオニック能力（発現者レベル10）
1日3回－サジェスチョン（難易度17）、テレキネシス（難易度19）
1日1回－ドミネイト・パーソン（難易度19）
その他の特殊能力：擬似視覚60フィート、暗視60フィート、Madness、
テレパシー、アンデットの種別特徴
セーヴ：頑健＋2、反応＋4、意志＋8｛ 頑健＋4、反応＋6、意志＋10 ｝
能力値：【筋】10、【敏】15、【耐】10、【知】9、【判】14、【魅】21
技能：〈はったり〉＋9、〈交渉〉＋9、〈知識（歴史）〉＋9、〈知識（サイ
オニック）〉＋9、〈知識（宗教）〉＋9、〈聞き耳〉＋9、〈視認〉＋9
特技：《信仰の活力》、《強化版追加hp》、《戦闘発現》
脅威度：5
　本来アーマー・クラスには超小型サイズによる修正の＋2が加わるは
ずですが、当該データに記載がなくエラッタにも含まれていないことか
ら、当該データのままとなっています。
　また、強大化にあたり、マインド・スラスト能力は擬似サイオニック
能力の明記がないため、増幅されていません。その代わり難易度はヒッ
ト・ダイスの影響を受けます。また機会攻撃を誘発しない超常能力です。

ラケドン（水棲グール）の1レベル・ファイター（2～4体）
中型サイズのアンデット（水棲）
ヒット・ダイス：2d12＋1d10（18hp）｛2d12＋1d10＋6（24hp）｝
イニシアチブ：＋3
移動速度：30フィート／水泳30フィート
アーマー・クラス：15（＋3【敏】、＋2外皮）、接触13、立ちすくみ12
基本攻撃／組み付き：＋2／＋3
攻撃：噛みつき=＋5近接（1d6＋1および“麻痺”）;または高品質
のロングボウ＋6遠隔（1d8／×3）

｛噛みつき=＋7近接（1d6＋3および“麻痺”）;または高品質のロン
グボウ＋8遠隔（1d8＋2／×3）｝
全力攻撃：噛みつき=＋5近接（1d6＋1および“麻痺”）および爪（×
2）=＋0近接（1d3および“麻痺”）;
または高品質のロングボウ＋6遠隔（1d8／×3）

｛噛みつき=＋7近接（1d6＋3および“麻痺”）および爪（×2）=
＋2近接（1d3＋2および“麻痺”）;
または高品質のロングボウ＋8遠隔（1d8＋2／×3）｝
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14／1d4＋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＋2、反応＋3、意志＋5｛ 頑健＋4、反応＋5、意志＋7 ｝
能力値：【筋】12、【敏】16、【耐】－、【知】13、【判】14、【魅】14
技能：〈隠れ身〉＋7、〈視認〉＋7、〈忍び足〉＋7、〈跳躍〉＋6、〈登攀〉
＋5、〈平衡感覚〉＋7、〈水泳〉＋11
特技：《武器の妙技》、《近距離射撃》、《精密射撃》
脅威度：2
　モンスターマニュアル第3.5版の62ページを参照。体の中途半端な
ルーンの文様は、（創造者が）何らかの理由でスペルスティッチトにな
るための儀式を中断した結果です。従って、スペルスティッチトの能力
はありません。
　ロングボウを使用した場合、目標が30'以内であれば《近距離射撃》
により命中とダメージに＋1修正が入る事に注意してください。

海賊（1レベル・ウォリアー）のゾンビ（4体）
中型サイズのアンデット
ヒット・ダイス：2d12＋3（16hp）｛ 2d12＋7（20hp）｝
イニシアチブ：－1
移動速度：30フィート
アーマー・クラス：14（－1【敏】、＋2外皮、＋2レザー、＋1小型木
製シールド）、接触9、立ちすくみ14
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狂気の洞窟
基本攻撃／組み付き：＋1／＋4
攻撃／全力攻撃：叩きつけ=＋4近接（1d6＋3）｛ 叩きつけ=＋6近
接（1d6＋5）｝
接敵面／間合い：5フィート／5フィート
その他の特殊能力：1アクションのみ、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
セーヴ：頑健＋2、反応－1、意志＋3｛ 頑健＋4、反応＋1、意志＋5 ｝
能力値：【筋】16、【敏】8、【耐】－、【知】－、【判】10、【魅】1
特技：《追加hp》
脅威度：1／2
　モンスターマニュアル第3.5版の120ページを参照。

　グランデールは前部屋（11.レバーの扉）でレバーが引かれると、ア
ンデット威伏の能力を使用し、ターンアンデットに備えて、アンデット
賦活をするか、《信仰の活力》から一時的hp（16ポイント）を得ます。
　そして、戦闘が開始されると、空中に浮遊しつつ、まずドミネイト・
パーソンで強力そうな前衛（パラディンやバーバリアン）を味方につけ
ようと試みます。その後、できるだけゾンビやスケルトンを盾にしつつ、
毎ラウンド、マインド・スラストを放ちます。テレキネシスは近寄って
きた前衛を押し戻すか、それが無理であれば（倒れたスケルトンの）武
器を投げつけて攻撃します。さらに、hpが低くなると《信仰の活力》
を使用し、一時的hp（16ポイント）を得ます。

■冒険の結末
　グランデールを倒すことが出来れば冒険はひとまず終了です。ひとま
ずトーチ・ポートへ危険なクリーチャーが放たれる様な自体は防がれ、
トーチ・ポート特産のトーチ・パールの声明とギルドの面目を守ること
が出来ました。ギルドからは感謝の意と共に約束の報酬であるトーチ・
パールのネックレスを受取ることが出来ます。もちろんギルドは今回の
件については、口外しないように頼んできます。その代わり、キャラク
ターが探索の続きを行いたいと申し出たなら、便宜を図ってくれるかも
しれません。
　グランデールを倒した後、恐らくはまだ、海水が押し寄せてくるまで
には時間があるので、他の部屋（水晶の部屋等）の探索をすることも出
来るでしょう。そして、開かずの扉「10. 古コンラート家の地下通路」
や「クリスタル・ボール」、そして「グランデール創造者」の謎が残るでしょ
う。しかし、残念ながら、ここから先の冒険はこのシナリオには用意さ
れていません。しかし、いずれは語られることとなるでしょう。
　一方で、グランデールを倒すことが出来ないと、彼はここを脱出し、
トーチ・ポートの災厄の種となるでしょう。それだけならまだしも、彼
はより深い階層に赴き、より強力で邪悪な存在を引き入れるきっかけと
なってしまうかもしれません。彼を目覚めさせた存在を…。
　また、迷宮が全て水没してしまう場合もあるでしょう。特に最初のク
リスタルの扉を閉めずに帰ってきてしまうと、迷宮は満潮時に水没しま
す。こうなると「古コンラート家の遺産」へと続く道は失われ、再度探
検するのは非常に難しいこととなってしまいます。下層の迷宮はその構
造上、一旦水没すると、大潮で洞窟から海水がなくなったとしても、水
没したままになっている点に注意してください。この場合、再びここを
訪れるときは水中での冒険となるでしょう。

■DMへのアドバイス
　冒険を開始するときには、DMはプレイヤーに目的が依頼の達成だ
けでなく、ダンジョンの探索にもあることを強調し、“探索”を行う
ことの重要性をアピールしてください。本シナリオのプレイに際して、
キャラクターの第一の目的はもちろん「ラケドンの撃破」です。しかし、
本シナリオのもう一つの目的はが「次なる道を見つけ出させる事」であ
ることを意識してマスタリングすることがポイントです。
　もし、本シナリオの続きや、新たな道を目的とした新たな冒険を考え

ているのであれば、シナリオの最後には必ず、“帰る”描写をして、“ま
た戻ってくる”可能性を示唆しておいた方が良いでしょう。最初の扉を
閉め忘れてしまうことになります。
　5.グレルの巣におけるゲレルとのエンカウンターは危険なものです。
パーティーメンバーの数とレベルによって数を増やしてください（4レ
ベルの6人パーティーなら2匹ぐらいが適正と思われます）。
　10.古コンラート家の地下通路でプレイヤー達が悩むようであれ
ば、「現在は開けるすべがない」事を明示するような助言を与えるべき
でしょう。また、DMはこの記載を自由に変更し、更なるダンジョン
の作成等に利用することが可能です。
　12.覚醒の間におけるラケドンの数はパーティーメンバーの数とレベ
ルによって数を増減してください。また、ラケドンの代わりに、以下の
クリーチャーを配置しても良いでしょう。

ミノタウルスのスケルトン
大型サイズのアンデット
ヒット・ダイス：6d12（39hp）｛ 6d12＋12（hp51）｝
イニシアチブ：＋5
移動速度：30フィート
アーマー・クラス：14（＋1【敏】、＋2外皮、＋2レザー、－1サイズ）、
接触10、立ちすくみ13
基本攻撃／組み付き：＋3／＋12
攻撃：爪=＋7近接（1d6＋5）または突き刺し=＋7近接（1d8＋5）
｛爪=＋9近接（1d6＋7）または突き刺し=＋9近接（1d8＋7）｝
全力攻撃：爪（×2）=＋7近接（1d6＋5）および突き刺し=＋2近
接（1d8＋2）｛爪（×2）=＋9近接（1d6＋7）および突き刺し=＋4
近接（1d8＋4）｝
接敵面／間合い：10フィート／10フィート
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、［冷気］
に対する完全耐性、ダメージ減少5／殴打
セーヴ：頑健＋2、反応＋2、意志＋5｛頑健＋4、反応＋4、意志＋7｝
能力値：【筋】20、【敏】12、【耐】－、【知】－、【判】10、【魅】1
特技：《イニシアチブ強化》
脅威度：3

■NPCデータ
商工会ギルドメンバー（担当者）のポーン：エキスパート3（人間）
ヒット・ダイス：3d6（hp13）
セーヴ：頑健＋1、反応＋0、意志＋6
能力値：【筋】8、【敏】8、【耐】10、【知】14、【判】12、【魅】16
技能：〈解読〉＋8、〈鑑定〉＋8、〈言語〉：＋2、〈交渉〉＋16、〈真意看破〉
＋9、〈情報収集〉＋11、〈知識（貴族・王族）〉＋6、〈知識（地理）〉＋6、〈知
識（歴史）〉＋8、〈知識：地域（トーチ・ポート）〉＋8
特技：《技能熟練（交渉）》、《鋼の意志》、《交渉人》
彼は共通語の他、エルフ語、オーク語、ドワーフ語、ハーフリング語、ノー
ム語を話すことが出来ます。

　細身で長身。短めの薄茶色の髪を七三に分けています。ギルド員の正
装であるモスグリーンの上下をパリっと着ており、その左の胸には、商
工会ギルドメンバーであることを示す、ギルド章が輝いています。
　ちょっと気の弱い印象があるものの、物腰が柔らかく、清潔感のある
若者です。ちなみに26歳で独身。他のギルドメンバーと異なり、ポー
ンは何かの職人でも商人でもなく、ギルドにとってはマイナスとなるさ
まざまな出来事を解決する、いわば雑用担当の人間です。そのため、自
分ひとりで解決できない問題については、冒険者を雇うことがもっぱら
の仕事となります。毎度毎度、予算の捻出を掛け合うために四苦八苦し
ているようです。
　貴金属を取り扱う商人の三男として生まれましたが、お店は長男に任
し、自信は亡くなった父親の推薦で、ギルド内部の雑務担当者となりました。
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　物腰の柔らかい好青年として、プレイヤーに接してください。PCか
ら厳しい要求を突きつけられると、ポーンはとても悲しい顔をして、

「はぁ……上と掛け合ってみますが、正直ちょっと厳しいかなぁと……
ごめんなさい」などと答え、婉曲的かつ、やんわりと断ります。
　また、ギルド側からの要求を伝える際には、「こんなことを申し上げ
るのは、なんとも心苦しいのですが……」と、やはり困った顔で、一
応伝える、というスタンスで話します。
　ポーンの交渉技能の高さは、こういった柔らかい物腰と、ついつい人
の要求を聞いてしまう気の弱さに由来するもので、板ばさみになってい
るポーンを目の当たりにすると、多くの人間がついかわいそうに思って、
彼の要求を呑んでしまいます。

■追加設定
・トーチ・ポート商工会ギルド・ギルド章：ギルドメンバーに渡される
会員証のようなもので、逆巻く波がパールを呑み込もうとしている図柄
を象られています。貴金属とパールで作られており、細工職人の手によ
り製作されているため、これだけでも100gp～500gpの価値がありま
す。一般の会員は、銅と薄く色のついたトーチ・パールで作られていま
すが、ギルドの要職では、トーチ・パールとプラチナで作られたギルド
章となり、それ自体が地位を示してもいます。
　　多くのギルドメンバーは、このギルド章を大事にしまっているので、
トーチ・ポートの商人の多くが胸につけているようなことはありません。
しかし、東町にあるギルドの商館の入り口には、このギルド章と同じマー
クが掲げられているし、ギルドメンバーが公の場に出席する際には、必
ず身に付けているものなので、トーチ・ポートの住人であれば、ほとん
どがそのブローチの示す意味を知っています。これは、難易度10の〈知
識：地域（トーチ・ポート）〉の判定に成功すれば識別できます。
　　ちなみにポーンが胸につけているのは、シルバーに白のパールです。
　（このギルド章の設定と上述のポーンの設定はえでぃさんによるもの
です。）
・トーチ・パール：トーチ・ポート特産の真珠で、実際には真珠の養殖
を行っているセルジャンが養殖した真珠のみに与えられる称号のような
価値のある真珠の総称です。“トーチ”と言う名の由来はもちろんトーチ・
ポート特産であるが、その他に赤みを帯びたオレンジ色の反射光を持っ
ているので「炎の様なパール」と言う意味も含まれています（ちなみに
通常の真珠はピンクまたはブルー／シルバー系の他に有色のゴールド、
珍重される黒真珠、その他に淡水産もある）。
　　このオレンジ色はこの地方特有の地質（海洋成分）が要因とされて
いますが、定かではありません。その意味から、今回の事件のようなア
ンデットの出現は品質の低下を危惧させるものなのです。
　　トーチ・パールは真珠として珍しい強い赤系の色を持ち、生産量が
極めて少ないことから、貴族や王族の間で珍重されています。1個100
～ 500gp程の価値があり、今回の報酬の様に、これを数十個使用した
ネックレス（通常15～35個程度を使用）などでは、数千gpもの価値
に相当します。
　　なお、セルジャン以外の養殖者による真珠も存在します。しかし、
これらは光沢が弱く、“トーチ・パール”の名が与えられることはあり
ません（赤の色味と光沢のバランスが難しいようです。光沢を出すと色
が薄くなり、色を強くすると光沢がなくなる）。これらは通常のトーチ・
パールの1／4～1／2の価値しかありません。これらは本物のトーチ・
パールを見た事があれば難易度10、見たことが無ければ難易度15の〈鑑
定〉に成功すれば見分けることが可能です。
　なお、現在までにセルジャイが生産したトーチ・パールの中で最も評
価が高かったものの1つはコンラート家に送られ「ロード・オブ・トー
チ」の名前で知られています。その価値はダイヤモンドに匹敵し、数千
gpとも言われ、コンラート家の宝の1つとして、大切に保管されてい
ます。しかし、セルジャイ本人が「最高」と証した、トーチ・パールで
ある「クリムゾン・オブ・トーチ」は、品評会のまさにその前日に盗難
に会い、今も行方不明となっています。セルジャイ曰く「まるで血で染

めて様に赤く、妖しい美しさだった」と話しています。それ以来“赤
い”トーチ・パールが採れたという話はありません。

■シナリオフック
　本シナリオには幾つかの直接的／間接的なシナリオフックを含んでい
ます。トーチ・ポートにおける、より高レベルの新たな冒険を作成する
上でのアイデアとして利用してください。

1.古コンラート家の地下通路：古いコンラート家の紋章が入り、魔法
により厳重に封印された扉。その奥には何があるのか?「古コンラート
家の遺産」の噂の真相は?　厳重に封印された扉の向こうには、失われ
た知識や財宝、そしてそれを守るガーディアン達が待ち受けているかも
しれません。そして、これは容易に伯爵や男爵の関心を引く事件になる
ことでしょう。

2.更なる下層への道：地下水脈の奥には、より深い階層への通路があ
るかもしれない。ひょっとしたらそこはグランデールの創造者がトーチ・
ポートを狙っているのかもしれない。数々の地下種族やアンデットを作
る技術を持ったものたち、死や狂気の神を崇拝する邪教徒の“邪悪な
種族達”がいるかもしれません。

3.海賊：ダンジョンで死んでいた海賊達はどこから来たのでしょうか?
彼らは「古コンラート家の遺産」を探しにきたのかも知れませんし、「海
賊ゴランザンの宝」の噂を聞きつけてきたのかもしれません。いずれに
しても、今後のパーティーの冒険にとって障害になることが予想されます。

4.女性：グランデールの映像に出てきた「女性」は誰だったのか?　
後日、キャラクターは彼女そっくりの女性が祈る様に語りかけてくる夢
を見ます。そして、サファイアのペンダントが運命的な冒険へと誘うか
もしれません。

■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、シナリオ設定について、御協力して頂きました。この場をお借り
してお礼申し上げます。
　アニマさん、川本幸作さん、Lapinさん、ハイランスさん、D16さん、
　フェルディンさん、でみさん、Kiryuさん、えでぃさん、宮ノ下さん

　また、トーチ・ポート設定の使用を快諾して頂いた、B.M.さん、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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狂気の洞窟
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