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傲慢の代償
『ダンジョンズ & ドラゴンズ』対応 5 レベルキャラクター用シナリオ

■ はじめに
“ 傲慢の代償 ” は 5 レベルの冒険者 4 ～ 5 人向けにデザインされた、ダ
ンジョンズ＆ドラゴンズ「フォーゴトン・レルム」ワールド用のシナリ
オである。

■ ゲームの準備
この冒険をおこなうには以下のルール・ブック及びサプリメントが必要
である。『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）』『フォーゴトン・レルム・ワールドガイド（以降
FRWG）』『フェイルーンのモンスター（以降 FRMO）』『フェイルーンの
魔法（以降 FRMA）』『フェイルーン・プレイヤーズ・ガイド（FRPG）』『呪
文大辞典』『魔物の書 1：奈落の軍勢』『モンスター・マニュアルⅢ（以
降 MM Ⅲ）』。またシナリオの背景情報として、以下の未訳サプリメン
トを参考にしている。『Lords of Darkness』『Silver Marches』『Champions 
of Ruin』『Lost Empires of Faerûn』。

■ 冒険の背景
【アリヴァンダー王国と王冠戦争】

遥かな昔、最も古いドワーフや人間の王国が、まだ影も形も無かっ
た頃、エルフたちがフェイルーンを支配していた。この時代、強大な力
を持ったエルフの国家が幾つも存在した。アリヴァンダー、ケルトー
マー、マイエリター、イレファーン、イリシーア、シャンテル・オスレ
エイエスなどである。それらの王国は数千年に渡って平和のうちに共存
していた。強欲と嫉妬と、そして傲慢が破滅をもたらすまでは……。

全てのエルフ王国を巻き込み、フェイルーンにおけるエルフ族の覇
権を終焉せしめた “王冠戦争（FRWG P.253 参照）” は、偉大なるサン・
エルフの王国アリヴァンダーを、恐るべきエルフ至上主義のヴィシャー
ン氏族が統治し始めたことに端を発する。彼らは強力無比な魔法を思い
のままに操ることができた。その力を過信し傲慢になった王国は、些細
な領地問題から隣国のマイエリターを武力制圧しようとした。それが第
一次王冠戦争の始まりである。最も高貴なエルフと言われるサン・エル
フたちは、彼らの祖先が犯したこの過去の愚行について大変に恥じてお
り、決して他の種族にこの真相を語ろうとはしない。

王冠戦争は、約 3,000 年間続いた。その間に多くのエルフの王国が
姿を消し、何千何万もの高貴なエルフたちが命を落とした。アリヴァン
ダー王国はその強大な力で、いくつものエルフ王国を併合し、あるい
は滅ぼしていった。王国はいつしかヴィシャーン氏族の名前を冠して、
“ ヴィシャーンター帝国 ” と呼ばれるようになっていた。

戦争は、時が経つに連れ激しさを増し、第三次王冠戦争ではマイエ
リター王国が “ 暗黒の災害 ” によって滅ぼされ、高湿原が生まれた。

第四次王冠戦争ではイリシーア王国が丸まるひとつ、ダーク・エル
フの国へと変貌を遂げた。これは、イリシーア国以外の国々に属するエ
ルフ上位魔法使いと、セルダラインの高位聖職者たちが共同して執り行

なった強力な儀式魔法による呪いが原因であると言われている。
ついにエルフの主神コアロン・ラレシアンは、ダーク・エルフを除

く各諸部族の代表を �00 名ずつ、騒乱から遠くはなれた東方の森の中
に招聘した。彼らは約一世紀に渡って議論を繰り返し、アリヴァンダー
王国を支配するヴィシャーン氏族が、王冠戦争の元凶であるとの判決を
くだした。この判決が下された場所は、後にエルフの聖地 “ エルフ王宮 ”
と呼ばれるようになる。

こうして第五次王冠戦争が始まったが、勝敗は明白だった。いかに
強力な魔法力を擁しているとはいえヴィシャーンター帝国ただ一国と、
それ以外すべてのエルフ王国連合軍とでは戦力の差は歴然だった。戦い
は僅か 200 年余りで終結し、ヴィシャーンター帝国は消滅した。

残ったヴィシャーン氏族の者たちも、エルフ上位魔法使いたちの手
によって、ゆっくりと確実に葬り去られていった。この戦いの詳細につ
いては、エルフの歴史書の中にも明確な記述は残されていない。

そして野心に溺れ、力を追い求め、堕落しきってしまったアリヴァ
ンダー王国のサン・エルフたちは、まったき闇に飲み込まれ、ついには
不浄なるアンデッド、ヴァスーサント（MM Ⅲ P.�8 参照）と成り果て
てしまった。

ヴァスーサントとなった者たちはイレファーンやエアラン、エルフ
王宮のサン・エルフやムーン・エルフたちの手によって捕らえられ、あ
る者は滅ぼされ、ある者は幽閉された。それらヴァスーサントを幽閉し
た場所は、強力な魔法によって厳重に封印され、未来永劫その扉が開か
れることはないはずであった。

高森の南東部にある “ 銀の塚 ” も、ヴァスーサントを封印する墓所の
ひとつである。塚には強力な防御の魔法が施されており、取り分けサン・
エルフに対して強力に作用するように設定されていた。ヴィシャーンの
残党を警戒しての処置である。塚の封印を解除する銀の鍵は、大退却の
時代にエアランのムーン・エルフの手から、高森に留まることを決意し
たウッド・エルフのドルイドの長に託された。

【シリュヴァネード王国とデーモンフェイ
　～ 失われし都ミス・アドヘアー ～】

王冠戦争ののち、高森に最初に建国されたサン・エルフの王国がシリュ
ヴァネード王国だった。高森北西部に輝かしい都を建設し美しく富み栄
えた王国だったが、腐敗と堕落はその地下で密やかに育まれていた。ヴィ
シャーンター帝国への苛烈な仕打ちと、ドラウを生み出した儀式魔法の
ことを覚えていた彼らは、セルダラインに対する不信と疑念を抱いてい
た。遂に彼らは、セルダラインを崇めることを非合法とし、そのプリー
ストたちを王国から放逐した。

のちにこの神なき王国の性質は、アーコラーを追われたドラードラ
ゲス家（FRWG P.2�3 参照）の者たちを招き寄せ、ついには彼らの邪悪
な計画へと、王国そのものを引きずり込む結果となった。シリュヴァネー
ド王国のサン・エルフたちは、デーモンと交配し、邪悪なティーフリン
グの一種であるフェイリ（FRMA P.47 ～ 48 参照）を生み出した。
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そのことを察知したムーン・エルフの王国エアランは、シリュヴァ
ネード王国に圧力をかけた。シリュヴァネード王国はアリヴァンダーの
廃墟となった城砦都市の防備を強化し、ヴィシャーンター帝国の残され
た武具で武装することで応じた。ついにシリュヴァネード王国とエアラ
ンは “ 七砦戦争 ” と呼ばれる戦いに突入し、最終的にはシリュヴァネー
ド王国はエアランに併合された。ドラードラゲス家の者たちは捕らえら
れ現在ではヘルゲート・キープと呼ばれるダンジョンに、フェイリたち
は “ 名もなきダンジョン（FRWG P.287 参照）” の地下に、それぞれ幽
閉された。

この時、フェイリに汚染されていなかったシリュヴァネード王国の
エルフ上位魔法使いたちは、王国の首都ミス・アドヘアーの全住民をス
テイシス状態にし、都市に付与されたミサル（エルフの上位魔法によっ
て生み出された強力なアーティファクト。FRWG P.58 および FRMA P.46
参照）の力によって、都市そのものをフェイルーンから消失させた。一
説ではエアラン王国からの追求を逃れるためだと言われており、また別
の説によればエアラン王国の強力な力によって、フェイルーンから放逐
されたのだと言われているが、真相は定かではない。

そして近年、かつてエルフたちが施した封印が破られ、ヘルゲート・
キープのドラードラゲス家の者たちがフェイルーンに帰還した。彼らは
名もなきダンジョンの地下に幽閉されていたフェイリたちの封印を解き
放ち、今やヘルゲート・キープを根城に一大勢力となっている。封印が
解かれた後、デーモンフェイたちの動きはそれほど活発ではない。だが
彼らが高森から他の勢力を一掃し、再び高森を一族が治める地にしよう
と目論んでいる事は疑いの余地はない。今は力を蓄える為に、古の時代
に彼らの王国から奪われた魔法のアイテムを回収して廻っていると見ら
れている。

【秘密結社エルドレス・ヴァルースラ】
エルドレス・ヴァルースラと呼ばれる秘密結社は熱狂的なエルフ至

上主義者からなる集団で、人間が招いたと考えている災厄をフェイルー
ンから一掃することを誓っている。彼らにとって人類そのものが、大地
にとっての破滅の元凶であり、蔓延した害虫よりは上位の程度の存在で
あるとしか見ていない。最終的には害虫駆除よろしく皆殺しにするべき
存在であるとみなしている。彼らはフェイルーン全土にネットワークを
張り巡らしており、とりわけ古のエルフ族にとって故郷の地と呼ばれて
いた場所やその周辺部の森林地帯―――その多くは大退却の折に見捨て
られた―――を中心に活動している。高森もそのような土地のひとつで
ある。

彼らは自分達のことを “ 悪 ” であるとは考えていない。その証拠に、
彼らはセルダラインの神々を崇拝しており、特に主神各であるコアロン・
ラレシアンを熱烈に崇拝している。もっとも彼らにコアロン・ラレシア
ンや他の “ 善 ” のセルダラインの神格たちが応える事は決してないのだ
が。従ってこの組織にはクレリックはおろか、いかなる信仰呪文の使い
手も存在しない。それでも彼らはいつの日かコアロン神が、組織の有用
性を認めてくれると信じている。

高森の南西部にあるレイサーイレーソールの村に最近やってきたサ
ン・エルフのリステルは、秘密結社エルドレス・ヴァルースラの構成員
のひとりである。彼の任務は高森に伝説として伝わるミス・アドヘアー
に繋がる門を発見することだ。彼は半年ほど前にレイサーイレーソール
に現れると、その才覚と能力の高さから瞬く間に村を治めるシルエレ・
ターメレスィン女卿の覚え目出度く、巡回警備隊の中隊長を任されるま
でになった。

リステルは密かに組織のシンボルを持ち歩いている。それは人間の
頭蓋骨を貫いたロングソードで、ちょうど口のあたりから頭頂部を刺
し貫いているような形をしている。PC がこのシンボルを見つけた場合、

難易度 20 の〈知識：デイルランズ地域〉判定または〈知識：シルヴァー・
マーチ地域〉判定に成功すれば、それがエルドレス・ヴァルースラのも
のであると分かる。

【“ 銀の塚 ” と銀の鍵】
前述したように “ 銀の塚 ” には、アリヴァンダー王国のサン・エルフ

の成れの果てであるヴァスーサントが多数封じ込められている。封印は
第五次王冠戦争が終結した直後、“ エルフ王宮 ” からやってきたエルフ
上位魔法使いたちの手によって作り出された。彼らは数万のヴァスーサ
ントと化した同胞たちをステイシス状態にして封印する魔法の力場と、
それを支える魔法装置を開発したのである。封印はその後、この地域に
新たに樹立したエアラン王国に引き継がれた。

882DR 年にアスカルホーン市がヘルゲート・キープと呼ばれるよう
になり、エアランがその息の根を止められた時、生き残ったムーン・エ
ルフたちの手によって、塚にはさらに強力な封印が施されることとなっ
た。特にそれは、サン・エルフとその血脈に連なるものたちに対して、
強力に作用する防御結界となった。ムーン・エルフたちは、防御結界を
制御する強力な魔法のアイテムも同時に作り出した。それは鍵というよ
りは石でできたトークンのようで、表面には神秘的なルーンが彫られて
いる。銀の鍵は大退却が行われる中、この地に留まる事を選んだ、ウッ
ド・エルフ族のドルイドの長の手に託された。それは “ 銀の塚 ” からほ
ど遠くないランパンシーと呼ばれる集落で保管されることとなった。

“ 銀の塚 ” の情報を手に入れた時、リステルはそれが伝説のミス・ア
ドヘアーに繋がる門ではないかと考えた。それはレイサーイレーソール
からそう遠くない、高森の中心部に存在した。時を置かずにリステルは、
結社の手勢を引き連れて “ 銀の塚 ” へと赴いた。しかし塚にはサン・エ
ルフに対して特に強力に作用する防御結界が張り巡らされていた。防御
結界によって秘術呪文使いの部下を失ったリステルは、一時的に撤退を
余儀なくされた。彼は止むなく、暫くの間はレイサーイレーソールの巡
回警備隊の隊長としての任務をこなしながら、この地域に潜伏しつつ結
界を解呪（または無効化）する方法を探り出そうと活動することにした。

ヘルゲート・キープに巣くうドラードラゲス家もまた、かつてのシ
リュヴァネード王国の遺産を捜し求めていた。デーモンフェイの一党を
束ねるサーヤ・ドラードラゲス女伯爵（混沌にして悪、女性のハーフ・
フィーンドのサン・エルフ、ソーサラー �8*）は、強力な占術呪文を用
いて “ 銀の塚 ” に強力な魔法のアイテムが眠っていること、そしてラン
パンシーにその封印を解く鍵が存在することを知った。サーヤはさっそ
く配下のフェイリのひとり、アードリムにこのアイテムの奪取を指示し
た。二人の助手とタナラック（FROM P.47 ～ 48 参照）� 部隊を率いて
出発したアードリムは、途中フリンドに率いられたノールの一団を魔法
で配下に治めると、ランパンシーの襲撃を敢行した。

一方同じ頃、リステルもまたダイア森の強力な同盟者ロッサルウェ
イン（中立にして悪、男性のリッチ、ドルイド �8 ／ハイエロファント �）
の助言によって、ランパンシーに銀の鍵と呼ばれるアイテムが存在する
という情報を入手していた。彼はそれが “ 銀の塚 ” の防御結界を解呪す
る手段であると考えそれを奪取しようと、再び結社のメンバーを率いて
高森に分け入っていった。

こうして “ 銀の塚 ” の封印を巡って、サン・エルフの末裔同士の争い
が、高森を舞台に始まろうとしていた。

* 注：FRWG P.2�3 ではサーヤはウィザード �7 となっているが、後に
発売されたサプリメント『Lords of Darkness [ 未訳 ]』 P.�26 において、
ソーサラーに上書きされた。更に『Races of Faerûn [ 未訳 ]』 P.��9 に
おいて �8 レベル・ソーサラーにアップ・デートされた。
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■ 冒険のあらすじ
このシナリオは、ウッド・エルフの集落ランパンシーがデーモンフェ

イによって壊滅させられた直後、その現場にちょうどパーティーが駆け
つけたところから始まる。 

現場には既にレイサーイレーソールの高森巡回警備隊であるリステ
ルの部隊が駆けつけていた。彼らが救出した生存者の話から、襲撃者が
フェイリに率いられたノールの一団であることが分かる。また村の長が
守っていた銀の鍵が奪われ、村長の娘アムラが連れ去られたことが判明
する。リステルはアムラ救出と銀の鍵奪還をパーティーに依頼する。

ノールの一団に追いついたパーティーは、首尾よくアムラを救出す
る。フェイリたちが銀の鍵を使って “ 銀の塚 ” の防御結界を解除し、中
にあるエアランの遺産を手に入れようとしているらしい、という情報を
アムラから聞き出した PC たちは、彼女の頼みでフェイリたちを阻止す
る任務を引き受ける。

既に先行するフェイリに追いつくために、アムラは近くにあるフェ
イの十字路を抜けて裏道を通る近道を提案する。また彼女も道案内とし
てパーティーに同行することを申し出る。

十字路にたどり着いた一行は、そこを守護するクロスローズ・ガー
ディアンに十字路使用の許可を得なければならない。しかしガーディア
ンはなかなか説得に応じない。その時ウッドリングのドルイドである秋
姫が、アンブッシュ・ドレイクに襲われて逃げ込んでくる。秋姫を助け
たパーティーは、晴れてフェイの十字路の通行許可を貰い、裏道を抜け
ることに成功する。

無事十字路を抜けた先で遭遇したフォレスト・トロルたちを退ける
と、パーティーは “ 銀の塚 ” に到着する。しかしフェイリたちは既に防
御結界を一時的に抑止することに成功しており、封印の間の扉を開けよ
うとしているところである。

一方リステルたちもまた、秘密のポータルを抜けて “ 銀の塚 ” へと接
近しつつある。パーティーが首尾よくフェイリたちを始末しようとしま
いと、両者が疲弊したタイミングで途中から介入することで戦力的に優
位に立ち、漁夫の利を得ようと企んでいる。

最終的な彼の目的は封印の間に入って、ミス・アドヘアーの封印を
解放することにあるのだが、結果的にそれはステイシス状態にあるヴァ
スーサントたちを解放する事態を引き起こしてしまう。

PC たちはアードリムとその配下を打ち倒し、リステルの企みを阻止
しなくてはならない。そして封印の間で解放されようとしているヴァ
スーサントの復活を阻止し、再び永い眠りにつかせてやらなければなら
ないのである。

■ キャラクターを引き入れる
PC をこのシナリオに引き入れるには、幾つかの方法が考えられる。た
だし次項以降の導入は『レイサーイレーソール巡回警備隊』を採用した
場合を念頭に置いて書かれているので、他の選択肢を採用した場合、出
だしの部分に多少の変更を加える必要がある。

レイサーイレーソール巡回警備隊：パーティーは既にレイサーイレー
ソールに雇われた冒険者集団である。今回の任務は鹿

し か ち

血川沿いに北
上し、危険なダイア森を監視しながら周囲の状況を偵察することで
ある。最近高森では、北のヘルゲート・キープに巣くうデーモンフェ
イの一派が、活動を活性化してきている。またダイア森特有の超自
然現象 “ 魔法の天気 ” の発生頻度が、明らかに増えてきているなどと
状況は余談を許さない。

エアランの宝物：882DR 年頃まで、高森にはかつてエアランと呼ばれ
るエルフの王国が存在していた。しかしエルフ族の “ 大退却 ” が起き
た後、この地には主を失った古のエルフ王国の廃墟や塚が多数隠さ

れているという。パーティーはそれらの中のひとつと思われる塚（ま
たはダンジョン）までの地図を手に入れた。

デーモンフェイの脅威：ヘルゲート・キープ、エルフの港などには、デー
モンフェイと呼ばれる堕落したサン・エルフの末裔たちが潜んでい
る。彼らの大半はフェイリと呼ばれる邪悪なプレーンタッチトだが、
近年ヘルゲート・キープに幽閉されていたドラードラゲス家―――
ハーフ・フィーンドのサン・エルフの党首たち―――が解放された
ことにより、デーモンフェイの動きは活性化しつつある。

彼らは高森に眠る古のエルフの王国が遺した遺産を捜し求めてい
るようだ。彼らがもしエルフ族の力ある遺産を手に入れたら、高森
は魔の支配する土地となってしまうだろう。パーティーは高森ある
いはその周辺地域（シルヴァリームーンでも良いだろう）の善また
は中立の勢力の誰かに頼まれて、これら邪悪なるデーモンフェイの
活動を阻止するために派遣された、先遣隊なのかもしれない。

■ 冒険の始まり
以下の導入は、DM が『キャラクターを引き入れる』の項にある幾つ

かの選択肢のうち、『レイサーイレーソール巡回警備隊』を選んだ場合
のことを念頭に置いて書かれている。もし他の選択肢を選んだときは、
内容を多少修正する必要がある。

シナリオはパーティーがフェイリに襲撃を受けたウッド・エルフの
集落ランパンシーにたどり着いたところから始まる。このシナリオ開始
日時は �374DR 年カイソーン月（6 月）23 日を想定しているが、DM
は望むなら日時を変更して構わない。

セッションが始まったら、以下をそのまま読み上げるか、適時変更
して読み上げること。

君たちはレイサーイレーソールに雇われた冒険者集団だ。レイ
サーイレーソールはエルフの村で、住民の大多数を占めるウッド・
エルフの他に、ムーン・エルフやサン・エルフも少しだけ住んで
いる。高森南東部のパトロールは、この村の住民の日課みたいな
ものだ。パトロール隊の大半はウッド・エルフのファイターやレ
ンジャーで構成されているが、君たちの部隊は少々違っている。
エルフ以外の種族も混じっているのだ。
　今回の君たちの任務は、定期のパトロールだ。危険なダイア森
の縁を流れる鹿

し か ち

血川に沿って北上し、森に異変が起きてないかを
監視するのが主なミッションだ。高森はフェイルーンに古くから
ある大森林の中でも最大級のもののひとつで、膨大な種類の野生
動物や植物が、多数生息している。中にはフェイルーン中どこを
捜しても、高森以外ではもはや見ることができなくなってしまっ
た種まで存在する。そんな貴重な野生の動植物たちを、野蛮なオー
クやオーガ、果ては神秘的な “ 魔法の天候 ” の脅威から守っている
のが、君たちだ。

その日も君たちは、邪悪なオークやゴブリンどもを狩りながら、
鹿血川を北上していた。最初に異変に気が付いたのは、夕刻近く
になってからのことだった。前方の木々の間から立ち上る煙が、
背後の夕焼けに不気味な黒い筋のような影を落としている。

君たちは大急ぎで煙の立ち上っている場所へと向かった。そこ
は、その日一夜の宿を請おうと思っていたウッド・エルフの集落、
ランパンシーがある場所だったからだ。

現場に到着した時には、既に日はとっぷりと暮れていた。暗闇
の中に赤々とかがり火がたかれる中、照らし出された惨状に、君
たちは思わず目を覆った。美しかった樹上の家々は破壊され、大
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地に崩れ落ちている。周囲には焼け爛れた肉の匂いと、生乾きの
血の匂いが充満してむせ返るほどだ。村は壊滅していた。襲撃が
あってから丸一日と経っていないことは明らかだった

唯一の救いは、先に到着していたレイサーイレーソールからの
別の巡回警備隊の一団によって、生存者の救出活動が既に行われ
ていたことだった。最も生存者の状態を見る限りでは、彼らが恐
らく明日の朝日を拝むことはできないであろうことが容易に想像
がついた。
　先に到着していた一団の指揮官は、最近南方のエルフ王宮から
この辺りにやってきた腕利きのレンジャー、リステルだ。この辺
りでは珍しいサン・エルフの血筋の者だ。

彼は半年ほど前にふらりとレイサーイレーソールに現れ、その
才覚と能力によって瞬く間に村を治めるシルエレ・ターメレスィ
ン卿のおぼえめでたく、今では巡回警備隊の中隊長を務めるまで
重用されている。もっとも出入りの激しいレイサーイレーソール
では、このような人事はそれほど珍しいことでは無いのだが…。
ともかく現在のところ彼が、このかつて集落だった場所に野営す
る巡回警備隊の実質的な最高責任者ということになる。

その男が、ランパンシーの惨状に目を覆っている君たちのもと
にやってきた。

「酷い有様だろう…」顔をしかめながら彼は呟いた。
「どうやら襲ってきたのは、ヘルゲート・キープに巣くう、デー

モンフェイの輩のようだ」君たちの返答を待たずに、彼は一方的
に喋り始めた。

「あのような輩が、我ら栄光あるサン・エルフの末裔などと夢に
も思いたくは無いのだが…」リステルは憎々しげに呟いた。

「デラーデラゴス家に呪いあれ！」
デラーデラゴス家に対する呪詛の言葉を聞いて、君たちは彼が

近年エルフの中で高まりつつある「フェイルーンへの帰還運動」
の急先鋒で、最近エヴァーミート島から帰還しつつあるサン・エ
ルフやムーン・エルフを統合して、古のエルフの王国を、この高
森に打ち建てようと同志を募っているという噂を思い出した。

「奴らが何を求めているかは分からんが、どうやら村に古くか
ら伝わる銀の鍵と呼ばれる魔法のアイテムと村長の娘をさらって
いったらしい」

そんな君たちの思いになど全く気付いていない様子で、彼は言
葉を続けた。

「そこで諸君らに頼みがある。今すぐ奴らを追跡して、『銀の鍵』
を取り戻してはくれまいか？」

疑問形で尋ねてきてはいるが、彼の口調は断固としており、君
たちに選択の余地は無さそうだ。

「無論、かどわかされたウッド・エルフの村長の娘も救出して欲
しい」

リステルは付け足すように言った。
彼の部隊は既に数時間に渡ってこの集落の生存者の救出活動を

行っており、疲弊している。それなりに休息を取らせてから部隊
を再編し、出発するまでにかなりの時間を要してしまうだろう。
一方君たちはつい今しがた到着したばかりだ。まだ装備も紐解い
ていないし、すぐに出発できる。様々な点を考慮しても、彼の下
した判断は論理的で正しいように思える。

君たちは曖昧な返事を返しながら、取りあえず更なる状況の詳

細について教えて欲しいと、リステルに依頼した。リステルは救
助活動で知りえた情報は全て話すと請合い、4 時間休息を取った後、
直ぐに出発するよう指示を出した。

リステルは去り際に、「私の部隊も体勢が整い次第、すぐに出発
する」と言い残して行った。

かくして君たちは、休息をする間もほとんど与えられないまま、
あてのない追跡行を開始しようとしているのである。

上記の導入部を読み上げた後、恐らくプレイヤーたちから質問が出
るだろう。以下は想定される質問に対する追加の情報である。ある種の
情報には、しかるべき知識判定が必要である。判定に必要な情報につい
ては、それぞれの項に記載されている〈知識〉の種類と難易度を参照す
ること。

●レイサーイレーソール（小さな村）：伝統的；属性　秩序にして善；
gp 上限　200GP；総資産 6,400gp；人口 640 人；孤立状態（ウッド・
エルフ 84％、ムーン・エルフ 8%、ハーフ・エルフ 5%、サン・エル
フ 2%、他 �%）。

有力者： シルエレ・ターメレスィン女卿（混沌にして善、女性のムー
ン・エルフのファイター 4 ／ウィザード 7）。

鹿血川沿いの土手にある村。ダイア森および高森東部域を監視し
ている。

『Silver Marches [ 未訳 ]』P. 29 参照。
パーティーがもしレイサーイレーソールの巡回警備隊に雇われて

いるなら、PC の拠点となっている村なので特に判定等は必要ない。
他の場合は〈知識：高森地域〉で難易度 �2 の判定に成功する必要が
ある。

●ランパンシー（集落）：伝統的；属性　真なる中立；gp 上限　40gp；
総資産 �00gp；人口 52 人；孤立状態（ウッド・エルフ �00%）。

有力者： オールパー・シルヴァーキーパー（真なる中立、男性のウッ
ド・エルフのドルイド 4 ／レンジャー 2）。

重要人物： アムラ・シルヴァーハンド（中立にして善、女性のウッ
ド・エルフのドルイド � ／レンジャー �）。

ランパンシーは小規模だが、冒険者たちにとっては居心地の良い
集落だ。パーティーがもしレイサーイレーソールの巡回警備隊に雇
われているなら、彼らはここで何度も野営し村の人々と夜を通して
語り合ったこともある。そのような場合は特に知識判定を行わなく
てもこの集落に関する基本的な情報は全て知っている。集落の長の
オールパーは娘のアムラにドルイドの長としての地位を引き継がせ
ようと考えていて、日々厳しい修行を彼女に課していた。

もしパーティーがランパンシーのことを良く知らないと判断され
た場合には、〈知識：高森地域〉で難易度 �5 の判定に成功する必要
がある。

●デーモンフェイ：
〈知識：歴史〉

難易度 15：デーモンフェイとは、力を追い求める余りアビスのデーモ
ンたちと契約を交わし堕落した、サン・エルフたちのことである。
彼らは自ら力を欲するあまりに、忌まわしい儀式を行い、デーモン
の血を自らの体内に注入したと言われている。従ってこの血族に連
なる者たちは全てハーフ・フィーンドか、またはフェイリである。

難易度 20：デーモンフェイの起源は 6,000 年以上昔、アーコラーと呼
ばれる土地（現在ではコーマンソーと呼ばれる森林地帯のこと）に
住んでいたデラーデラゴス家だと言われている。彼らはより強力な
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ソーサラーを生み出すために、デーモンの血を取り込んだ。後にそ
れは、エルフ上位魔術師たちの知るところとなり、デラーデラゴス
家の多くの者は殺されるか捕らえられ、幽閉された。しかし一部の
者たちはシリュヴァネード王国に逃れ、王国崩壊の原因となったと
伝えられている。

難易度 25：�369DR 年、ヘルゲート・キープが破壊した結果、数世紀
に渡りその地下に幽閉されていたデラーデラゴス家のオリジナルの
メンバーたちが解放された。彼らはかつて自分たちに仕えていたシ
リュヴァネード王国の下位貴族家の者たちを “ 名もなきダンジョン ”
から解放し、ヘルゲート・キープを根城に一大勢力を築きつつある。
下位の家系はサキュバスやインキュバスと交わることで、フェイリ
と呼ばれるサン・エルフとデーモンの混血のティーフリングを生み
出した。デーモンフェイのほとんどはフェイリだが、デラーデラゴ
ス家の党首であるサーヤとその息子はハーフ・フィーンドである。

●ヘルゲート・キープ：
〈知識：地域〉

難易度 20：FRWG P.2�3 の “ ヘルゲート・キープ ” の項の情報全て。 

●フェイリ：
〈知識：地域（高森）〉

難易度 11：FROM P.47 の基礎的な情報全て。
難易度 20：FROM P.48 の “ レルムでは ” に書かれている情報全て。

●銀の鍵：
生き延びた村人の話では、それは鍵と言うよりは石でできたトーク

ン（円形状の印）のような形状をしていたらしい。表面には銀色の文字
で、神秘的なルーンが刻まれていた。

〈知識：神秘学〉
難易度 20：イレファーンのエルフ族は、彼らの別の呼び名（シルヴァー・

エルフ）にちなんで、大切な魔法のアイテムに “ 銀の～ ” といった名
前を、よく冠することで有名だ。

難易度 25：この辺り一帯では、大切な場所を守る為にミサル（FRWG 
P.58、FRMA P.46 ～ P.47 参照）やワードミスト * と呼ばれる魔法的
な防御手段がよく使われる。特にエルフはその手の防御魔法の達人
で、古のエルフ王国が多数あった時代には、ほとんどの砦や居住地
がこれらの防御魔法で厳重に守られていた。特にワードミスト が作
られた時にはワードトークンと呼ばれるアイテムが一緒に作成され、
それを持つものはワードミスト の効果から完全に守られていると言
われている。

* 注 ) ワードミスト は Advanced Dungeons & Dragons 2nd Edition 当
時のフォーゴトン・レルム向けサプリメントに記載された呪文であ
る。

●アムラについて、PC が知っていること：
導入にもし『レイサーイレーソール巡回警備隊』を採用しているなら、

パーティーが以前からランパンシーについて知っている可能性がある。
その場合アムラについて以下のことを知っている。

アムラは快活で愛らしいワイルド・エルフの娘である。年齢は ��0
歳（人間でいえば二十歳くらい）。ドルイドの技を父であるオールパー
から学んでいた。また、レンジャーとしての訓練も受けていた（ランパ
ンシーのウッド・エルフは皆レンジャーとしての訓練を受ける）。

●リステルについて、PC が知っていること：
導入に『レイサーイレーソール巡回警備隊』を採用しているなら、パー

ティーが以前からリステルについて知っている可能性がある。その場合、
彼について、イントロに書かれている情報に加えて以下のことを知って
いる。

・リステルは弓の名手のレンジャーである。
・彼の周辺には、彼と共に “ エルフ王宮 ” からやってきた部下が何名

かいる。彼らは全員がサン・エルフである。

※パーティーにサン・エルフのキャラクターがいる場合には、さらに以
下の情報が手に入る。

・サン・エルフの PC は、一度リステルから「共にサン・エルフが支
配する国家を再建しよう」と勧誘を受けているが、断ったことが
ある。

・リステルはサン・エルフが他のエルフよりも優れていると思い込
んでいる節がある。

・リステルはどうやら、伝説のミス・アドヘアーの力を使って、高
森に再びエルフの支配する王国を打ち建てようと考えているらし
い。

リステルはランパンシーが壊滅させられていて、デーモンフェイが
介入してきている状況に対して、少々混乱している。しかし彼の配下の
巡回警備隊には、結社のメンバー以外のエルフ（特にレイサーイレーソー
ルのウッド・エルフ）が多数混じっている。従って現状において彼は、
レイサーイレーソールの巡回警備隊中隊長としての役割を果たさざるを
得ない状況である（本当は結社の人間だけを引き連れて、今すぐ追跡に
行きたいと考えている）。

彼のデーモンフェイに対する怒りと憎しみは本物で、彼は PC たちが
首尾よくフェイリから銀の鍵を奪取してきてくれることを、本気で期待
している。だが一方で、彼は PC たちを早くランパンシーから遠ざけた
いとも考えている。集落の中にまだ略奪されていない場所があり、塚に
入るための手がかりが手に入るもしれないからである（実際には目ぼし
い物はもう何も残ってはいない）。彼はパーティーがぐずぐずしている
と、一刻も早く出発するようせきたてる。

●襲撃の概要・集落の様子等：
襲撃部隊は、3 人のフェイリと 5 体のタナラック、そしてフリンド

に率いられたノールから成る混成部隊である。ノールの数は 70 ～ 80
匹くらいだったようだ。集落には 30 体ほどのノールの遺体が残ってお
り、激しい抵抗があったことをうかがわせる。

火災が発生している状況や、明らかに雷撃か何かで穿たれた木の幹
の大穴などから、敵には少なくとも一人の強力な秘術呪文の使い手がい
ることが推察できる。襲撃は昼過ぎ（PM 2:00 頃）から始まり、2 ～ 3
時間は続いたようだ。

襲撃の最中、3 人のフェイリたちは村長の家で、村長のオールパーと
対峙した。オールパーは降伏に応じなかったので、アードリムが彼をそ
の場で殺害し、隠れていたアムラと、保管されていた銀の鍵を発見した。

目的の物を見つけた彼らは、村の出口付近でタナラックとノールの
一隊（4 または 5 匹、後の遭遇 � で出てくるフリンドとノールである。
必要に応じて数を調整すること）と合流し、そのまま北西方向に歩み去っ
ている。

これらの情報は《追跡》特技を持ったキャラクターが村長の家の跡
周辺の足跡をよく調べ、〈生存〉難易度 �8 以上を達成できれば得るこ
とができる。

北西に逃げ去った一団以外の集団に属していた生き残りのノールた
ちは、適当に略奪して満足した後、てんでバラバラに方々に散っていっ
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たように見える。
最終的に廃墟からは、集落のほぼ全住民に相当する 50 人近くのウッ

ド・エルフの遺体が発見される。どうやら村人が狩から戻ってくる夕刻
を狙って、襲撃を行ったようだ。当初から集落の壊滅を意図しており、
デーモンフェイの残虐性を良く表している。

展開：この冒険は PC が追跡行を開始したところから始まるので、基本
的にはあまりランパンシーでのイントロ部分で時間を掛けすぎない
ことが望ましい。プレイヤーからの質問に答えるのは、どんなに長
くても実時間では 30 分程度で済ませた方が良いだろう。

PC たちはカイソーン月 22 日の午後 8 時頃ランパンシーに到着し
た。その後 4 時間ほど破壊された集落の様子を見て廻った（無論可
能な限りの救助活動を行ったが、ほとんどやれる事は無かった）。銀
の鍵およびアムラ奪還の命を受けた後、リステルの指示で 4 時間ほ
ど休息を取ることができる。その後すぐに出発するよう言い渡され
る。パーティーが出発する時刻は、明け方 4 時頃である。

デーモンフェイ一党を《追跡》するための〈生存〉判定は難易度：
�3（堅い地面で �5、クリーチャーが 7（または 8）体で－ 2）であ
る。PC が光源を持たずに追跡する場合は、（月明かりしか無いため）
難易度に＋ 3 される（難易度：�6）。

■ シナリオ本編
【高森の概要と歴史】

高森の概要に関しては、FRWG P.2�0 に書かれている。もしプレイヤー
たちが高森についてあまり馴染みがないようであれば、この概要説明を
かいつまんで読み上げると良いだろう。

【高森を旅する】
このシナリオはおよそ丸一日程度の、高森の中で行われる冒険を扱っ

ている。基本的にはフェイリたちの足跡を追跡する（遭遇 � まで）か、
案内人の同行（遭遇 � のアムラを参照）があるため、道に迷う可能性
はほとんどない。

しかし冒険中に発生する様々な状況（例えばアムラを同行させなかっ
たり、彼女が戦闘で死亡した場合）によっては、パーティーは自力で “ 銀
の塚 ” までたどり着かなくてはならなくなる場合も十分に起こりうる。

ランパンシーから “ 銀の塚 ” までは踏み分け道が続いており、それ
に沿って進む限り問題なく目的地までたどり着ける。しかしもしパー
ティーが踏み分け道を外れたり、踏み分け道から外れて森の中に分け
入って行ったなら、移動速度は半分に低下し道に迷う可能性が発生する

（DMG P.85 を参照）。

【高森でのランダム遭遇】
高森は決して安全な場所でなど無い。ランダム遭遇の確率は以下の

通りである。
判定は � 時間ごとに � 回行うこと。

●通常の移動：8%
●野営または用心深い移動：4%
●潜伏中：2%

（* 注：“ 用 心 深 い 移 動 ” ま た は “ 潜 伏 中 ” は サ プ リ メ ン ト『Silver 
March』で導入された概念である。非常に注意深く（通常の半分または
それ以下の移動速度で）移動している場合は “ 用心深い移動 ” としてみ
なされる。パーティーがただ単に止まって野営をしたなら、“ 野営 ” の
遭遇確率を使う。パーティーが密かに野営をしたなら、それは “ 潜伏中 ”
として扱う。火を焚いて野営をしているパーティーは、火の光と煙を隠
す何らかの手立てを講じない限り、決して “ 潜伏中 ” とは見なされない。）
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高森ランダム遭遇表 [ 脅威度 1-8]    

d% ( 日中 ) d% ( 夜間 ) 遭遇内容 出現数 出典
平均遭遇
レベル

0� 0�-02 グリーン・アビシャイ �d2 FRMO P.�5 6

― 03-05
ナイト・ハンター

（ディープ・バット） 2d6 FRMO P.44 5

― 06-07
シニスター

（ディープ・バット） �d6 FRMO P.44 6
02-07 08-09 ケンタウロス �d6 MM P.7� 6

― �0-�� クローリング・クロー 2d6 FRMO P.24 �
― �2-�4 ダークンビースト �d2 FRMO P.42 4

08-�5 �5 ブラック・ベア �d2 MM P.277 2

― �6-�7 ダイア・バット �d2+2 MM P.�26 5

�6-�7 �8-�9 ダイア・ベア � MM P.�26 7
�8-�9 20-2� ダイア・ラット �d�0+5 MM P.�27 2

20-22 22-24 ダイア・ウルフ �d4+2 MM P.�24 7

23-24 25 ダイア・ウルヴァリン �d2 MM P.�23 4

― 26-27 ドレッド・ウォーリアー �d6 FRMO P.6� 6

25-30 28-33 アンブッシュ・ドレイク � MM Ⅲ P.�5 5

3�-34 34 ウルヴァリン �d2 MM P.268 3

35 35 森林火災 特殊 DMG P.86 6

― 36-37 ガストの一群
集団の項
を参照 MM P.63 6

36-4� 38-40 ノールの狩猟部隊
集団の項
を参照

MM P.�95 およ
び MM Ⅲ P.�45 3

42-43 4�-44 グレイ・レンダー � MM P.68 8

44-45 45-47 グリーン・ハグ � MM P.206 5

46 48-49 シマーリング・スウォーム � MM Ⅲ P.79 8

47 50 アイブランドリン � FRMO P.�2 5

48-49 5�-54 キア＝ラナン �d2+� FRWG P.300 3

50-56 55-57 ペタル �d4+2 MM Ⅲ P.�63 4

57 58 ニンフ � MM P.�92 7

58-60 59-6� オーガー �d2 MM P.52 3

6�-65 62-68 オークの襲撃部隊
集団の項
を参照 MM P.54 4

66 69-70 フェイズ・スパイダー �d2 MM P.2�7 5

67-68 7�-73
フォレストキス・ゴブリ

ンの一群
集団の項
を参照 MM Ⅲ P.68 3

69-70 74-75
ウッドリング・モニ

ター・リザード � MM Ⅲ P.3� 4

7�-72 76 ウッド・ウォウド �d2+2 MM Ⅲ P.30 7
― 77 シャドウ �d2+2 MM P.95 4

73 78 シャンブリング・マウンド � MM P.97 6
― 79 スペクター �d2 MM P.��4 7

74 80 トール・マウザー � FRMO P.50 5

75-79 8�-82 トリエント � MM P.�80 8

80-8� 83-84 トロル �d2+� MM P.�83 5

82-84 85 ユニコーン �d2+� MM P.245 3

― 86-87 ヴァルグイユ �d3+2 MM P.27 6
― 88-89 ワーバット � FRMO P.89 4

85-86 90 ワーベアー � MM P.249 5

87-88 9�-92 ワーウルフ �d3+2 MM P.248 6

89-92 93-94 ワイト �d3+2 MM P.267 6
93-98 95-96 ウルフ �d4+5 MM P.269 6

99-�00 97 ソーン �d2 MM Ⅲ P.�06 4

― 98-99 ウォーグ �d2+2 MM P.35 5

― �00 レイス �d3+2 MM P.264 8

   

  
集団
ガストの一群：ガスト � 体およびグール �d3+� 体。
ノールの狩猟部隊：フリンド � 体に率いられたノール �d2+2 体。
オークの襲撃部隊：オーク・バーバリアン（レベル �d3+�)� 体に率い

られたオーク �d5+5 体。
フォレストキス・ゴブリンの一群：フォレストキス・ゴブリンのバーバ

リアン（レベル �d2+2)� 体に率いられたフォレストキス・ゴブリン
�d3+2 体。

【森の一般的な地形と障害物】
このシナリオの半分以上の遭遇は、森の中で発生する。森の一般的

な地形については、DMG P.86 の「地形：森林」を参照せよ。
特に注記しない限り、以下の特徴が高森での遭遇全般に適用される。

木：普通の木は、通常 � マスを占める（グラフィック上、複数（大抵 6
～ 8 マス）にまたがってって書かれていても、実際に木の幹がある
のはその内の � マスだけである。便宜上、遭遇マップで中央付近の
マスを、実際に木が存在するマスとすると良い。木と同じマスに居
る者は、AC に＋ 2、反応セーヴに＋ � のボーナスを得る。普通の木
の幹は AC4、硬度 5、�50hp を有する。木に登るには難易度 �5 の〈登
攀〉判定に成功しなければならない。

大木：大木は普通の木と違い、丸 � マスを占める。木は背後の者に遮
蔽を提供する。大木は AC3、硬度 5、600hp を有する。

軽度の下生え：下生えは通常、� マス移動するのに 2 マス分の移動力を
消費する。また、軽度の下生えは視認困難を提供してくれる。軽度
の下生えでは、〈軽業〉と〈忍び足〉の難易度を＋ 2 上昇させる。

■ 遭遇 �：食べちまおうぜ！（遭遇レベル 5）
襲撃を終えた後アードリムとその配下のノールたちはアムラを連れ

て、ランパンシー 2 時間ほどのところにあるこの野営地で足を止めた。
アムラから情報を引き出す為である。アードリムはフリンドに命じて彼
女を昏倒させると、チャーム・パースンの呪文を掛けて、アムラから必
要な情報（“ 銀の塚 ” の防御結界の情報、銀の鍵の使い方など）を聞き
出した。その後、用済みになったアムラをフリンドのリーダー・バグラ
クに払い下げると、2 人のフェイリと 5 体のタナラックを伴って、野営
地を後にした（2 時間ほど前のことである）。後には、アムラの処遇を巡っ
ていがみ合うノールとバグラクが残された。彼らは現在、誰が一番最初
にアムラを食べるかで激しく言い争っている。従ってパーティーの接近
には誰も気付いていない。

以下の遭遇はパーティーがランパンシーを出発してから 2 時間後に
発生する。

ランパンシーの廃墟を後にしてから、2 時間ほどが過ぎた。東
の空が白み始めている。もう随分と明るくなってきた。高森に新
たな一日が始まろうとしている。太陽の日差しが暗い森の中に薄
暗い日差しを投げ込んでくる。昨夜の惨劇などまるで無かったか
のように、森は朝の目覚めを迎え、生命の躍動に満ちている。

君たちが生命の息吹を感じて速度を落とした時、突然前方から
激しく言い争っている声が聞こえてきた！それはあたかも獰猛な
獣が、唸り声を上げて互いに威嚇し合っているいるように聞こえ
る。
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ノールたちは特に隠れている訳ではないので、パーティーは〈視認〉
判定を必要としない。

タイムライン：AM 6:00 頃
照明：明るい照明
クリーチャー：バグラク（フリンド）× �、ノール× 4（パーティーが

5 人以下の場合。パーティーが 6 人以上いる場合は、ノールの数を
× 5 に変更）、アムラ。

セットアップ：この遭遇は以下のマップを使用する。遭遇の初期配置は、
１がフリンド、３がノール（４のノールはパーティーが 5 人以上の
場合にのみ出現する）、２はアムラ。

地形：森のマス目の大半は “ 軽度の下生え ” で、多くのマスには木や大
木が生えている。

パーティーの配置が完了したら、以下を読み上げること。

声のする方を見てみると、少し先に開けた空き地がある。中央
付近では焚き火が燻っている。そのまわりを身長 2m はあろうか
というハイエナの頭をもった巨大な人型生物が 4 匹（または 5 匹）、
取り囲むようにして立っている。彼らは何か言い争っているよう
に見える。

全員に〈視認〉判定を振らせる。難易度 �5 以上に成功したなら、バ
グラクの傍らに倒れているアムラを発見する。彼女は気を失って横た
わっている。

またノールたちの言い争いを目にしている全員に受動的〈視認〉判
定を振らせる。難易度 �3 以上が出たら、ノールの内の一体が、非常に
大柄で他と少し違うことに気がつく。

ノール語の分かる PC は、〈聞き耳〉判定の難易度 �2 に成功すれば、
会話の内容を正確に聞き取ることができる。具体的な会話の内容は、以
下の通りである。

ノール 1：“ おれ、もう腹減った。我慢できねぇ～～～（激しく舌
なめずりする音）”

バグラク：“ ダメだ！この娘ッ子は俺のものだ！このバグラク様の
ものだ！ ”

ノール 2：“ バグラク、早く食べる。俺たち、残り貰う。もう腹減っ
た。早くしろ！ ”

バグラク：“ ダメだ。せっかちなノールどもめ！バグラクはアホな
ノールとは違う。美しく、華麗に食べる！華麗に食べるには準
備が必要なのだ！この…”

戦闘：この略奪者集団はフリンドのバグラクの指揮下にあったが、空
腹のためにその統制は失われつつある。バグラクの愚かな手下らは、
用済みとなった美しいアムラを早く食べさせて欲しいとバグラクを
急き立てており、彼の怒りを買っている。しかしノールたちの空腹
はもはや我慢の限界を超えており、バグラクを取り押さえてでもア
ムラを食べてしまおうと考え始めている。

彼らは放っておいても � 分（�0 戦闘ラウンド）程度は言い争いを
続ける。その後ノールたちはバグラクに襲い掛かる（2 ～ 3 体がバ
グラクを取り押さえようとし、残った者がアムラに襲い掛かる）。パー
ティーはノールとバグラクが言い争っている間、好きに戦闘の準備
を進めることができる。バグラクとノールたちは言い争いに熱中し
ていて完全に気がそれており、パーティーがよほど大きな音を立て
ない限り気付くことはない。

パーティーが準備中に気付かれない限り、戦闘の最初のラウンド
は「不意打ちラウンド」となる。

アムラは手足を拘束されており気を失っているが、戦闘が始まっ
たらすぐに目を覚ます（〈聞き耳〉難易度 0）。アムラを拘束している
枷は通常の枷（PHB P.�23 参照）である。現在彼女は何の武器も持っ
ていない。

バグラク：hp �3 （男性のフリンド、MM Ⅲ P.�45 参照）
ノール (4) または (5)：hp �3 （MM P.�95 参照）
アムラ：hp �2 （女性のワイルド・エルフのドルイド � ／レンジャー �、

データ・セクション参照）

戦術：パーティーがもし不意打ちラウンドで遠隔攻撃を仕掛けてきたら、
ノールたちはショートボウを取り出して応戦する。彼らは下生えや
木などで遮蔽を取ろうとする。

パーティーに強力な射手（例えばアーチャーなど）がいることが
分かると、彼らは下生えの中に身を隠す（伏せ上体により遠隔攻撃
に対して AC ＋ 4、完全視認困難として扱う）。バグラクは遠隔攻撃
を持っていないので、射撃戦が始まるとアムラを抱えて彼のすぐ背
後にある大木の陰に隠れる。ここに隠れている間、バグラクは完全
遮蔽の利益を得るものとして扱う。

パーティーが接近してきたら、ノールたちはバトルアックス（バ
グラクはフリンドバー）に持ち替えて、死ぬまで闘う。

展開：無事アムラを救出することができれば、彼女は以下の情報をパー
ティーに教えてくれる。

・襲撃者の首領はこの世のものとは思えないくらいに美しい女性の
フェイリだった。彼女は仲間から「アードリム [Ah-drim；“ 悪賢い
飛行者 ” の意 ]」と呼ばれていた。

・後 2 人のフェイリは男性だった。� 人は明らかに戦士のようだった。
もう � 人も戦いには慣れているようだったが、魔法は使えないよ
うだった。

・フェイリの他にタナラックも 5 体居た。
・アードリムは自分を気絶させるとチャーム・パースンの呪文を掛

けて、銀の鍵の使い方と ” 銀の塚 ” の防御魔法の抑止方法を聞き出
した。それらはランパンシーの集落の長か、その血族に連なる者
のみが知っている情報だ。

・フェイリらは情報を聞き出すと用済みとなった自分をノールたち
に預け、” 銀の塚 ” に向かった。

・“ 銀の塚 ” はエアランの時代に、ムーン・エルフたちによって作ら
れた。そこには「膨大な魔法の力と共に、強力な邪悪が封印され
ている」とランパンシーの一族には伝えられている。
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・封印はなぜかサン・エルフに対して、特に強力に作用する。以前
に訪れたサン・エルフが、塚に入ろうとして、塚の防御結界によ
り命を落とした話しを父から聞いたことがある（サン・エルフの
ウィザードがパーティーにいる場合、彼女は特にその PC に注意を
促す）。

情報を全て話した後、彼女はパーティーにフェイリを追いかけて、
封印の解除を阻止して欲しいと頼み込む。そしてその旅に、自分も同行
すると申し出る。彼女は ” 銀の塚 ” までの道を知っており、さらに近道
となるフェイの十字路についても知っている。フェイリたちは既にパー
ティーに比して数時間は先行しており、追いつくためには十字路の通過
は必要不可欠だと説得する。

パーティーの了承を得ると、彼女は倒したノールの装備からバトル
アックスとショートボウを手に入れると、フェイの十字路へと続く近道
へとパーティーを先導する。

アムラが同行している間、高森のこの近辺でパーティーが道に迷う
可能性はなくなる。

■ 遭遇 2：浅瀬の貴婦人（遭遇レベル 6）
アムラが案内する十字路への近道は鹿血川沿いだが、一部で鹿血川

の支流によって遮られている。道はその支流の浅瀬を渡るような形で、
更に先へと続いている。

最近この浅瀬に性
た ち

質の悪いグラシュティングの貴婦人が住み着いた。
彼女は通行料と称して、通りかかる者から金品を巻き上げたり、悪戯を
して困らせたりしている。彼女には現在、伴侶となるべき男性を持って
居ない。よってパーティー内で一番【魅力】の高い PC を、生涯の伴侶
にしょうと狙っている。

タイムライン：AM 9:00 頃
照明：明るい照明
クリーチャー：“ 浅瀬の貴婦人 ” ライネ：グラシュティング× �。
セットアップ：この遭遇は以下のマップを使用する。遭遇の初期配置は、

１がグラシュティングである。彼女は最初水中に隠れている。
地形：浅瀬は緩やかな流れで、“ 流れない水 ” として扱う。またこの浅

瀬は 3 フィート（90cm）程度の深さしかないため、たいていの中型
の人型生物には腰までの深さしかない。歩いて渡ることができる（“ 軽
度の下生え ” と同様に、移動してそのマス目に入るのは 2 マスの移
動に相当する）。

“ 浅瀬の貴婦人 ” ライネ：グラシュティング：hp 33（MM Ⅲ P.47 参照）

アムラの先導で、君たちは高森の中を更に 2 時間ほど進み続け
た。日は高くなり、薄暗い森の中にも強い日差が差し込んできて、
周囲は明るく照らし出されている。

と、突然、それまで周囲を覆っていたうっそうとした森の木々
が途切れ、開けた場所が目の前に広がっている。どうやら森の切
れ目に出たようだ。前方 �00 フィート先には、穏やかな小川が流
れている。恐らく鹿血川の支流のひとつだろう。

「あの浅瀬はそんなに深くないから、歩いて渡ることができるん
だ」

アムラが快活に君たちに告げる。

君たちが浅瀬に向かって再び歩み始めようとした時、突然どこ
からともなく美しい歌声が流れてきた。歌声は君たちの心に響き
渡り、耳にいつまでも残り続けるような、そんな印象を伴っている。

展開：最近この浅瀬に住み着いたグラシュティングのライネは、自らを
“ 浅瀬の貴婦人 ” と名乗っている。彼女はこの浅瀬を通るものにいた
ずらしたり、“通行料（彼女はそれを、“貴婦人への贈物”と呼んでいる）”
を巻き上げたりしている。

彼女は現在伴侶がいないため、相応しい人物を捜し求めている。
パーティー内で最も【魅力】が高いもの（いなければ戦士系の誰か）
に対して、水中から “ 惑わしの歌 ” を仕掛けてくる。目標となったも
のは意思セーヴ難易度 �9 の判定に失敗すると、惑わされてしまう。
惑わされた者はライネの潜んで居る場所を目指して、まっしぐらに
向かって行ってしまう。惑わされた者は可能な限り最短のコースを
取ろうと試みる。

ライネは水中にいるため、陸上からの攻撃に対して AC に＋ 8、反
応セーヴに＋4のボーナスを得る。水中に潜むライネを発見するには、

〈視認〉判定で難易度 �3 以上を出さなければならない。距離による
修正（�0 フィートごとに難易度に＋ �）を忘れないこと。

犠牲者がライネのもと（彼女のいるマスに隣接するマス）にやっ
てきたら、彼女は水中から姿を現して、犠牲者にウォーター・ブリー
ジング をかける（その間に犠牲者は再度の意思セーヴを行う。難易
度 �9 に失敗したら、今度はチャーム ･ モンスター の影響下に置かれ
ることになる）。

ライネが水中から姿を現したら、以下を読み上げること。

浅瀬の真ん中付近の水が盛り上がると、水中から人影が飛び出
してくる。目も眩むばかりに美しい乙女が水中から現れた。雪の
ように白い髪をもち、瞳は水面のようにきらめく輝きを湛えてい
る。彼女は腰の深さまである水の中に立ち、歌を歌い続けている。
そしてその美しい歌声に合わせて、体を揺らしている。

パーティーがライネを即殺さないのであれば、どのような形であれ
最終的にはライネと会話する可能性がある。貴婦人の最初の態度は、も
しパーティー内の誰かが彼女に惑わされたり魅了されたりしている場合
は “ 中立 ” であり、もしそうでなければ “ 非友好的 ” である。

彼女は始め、貴婦人の領域に許可なく侵入してきた無礼者たちに対
して、きちんと礼儀をわきまえて名を名乗るよう要求する。その後パー
ティーにこの浅瀬を通過しようとする理由を問いただす。もっとも理由
がいかなるものであれ、彼女は基本的にフェイリとウッド ･ エルフの対
立になど、さしたる感心は持ち合わせていない。

パーティーからの説明が一通り終わった時点で、パーティーの誰か
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（もっとも多くライネに話しかけた者が良いであろう）に〈交渉〉判定
を行わせること。ライネの態度が “ 友好的 ” になったら、彼女はパー
ティーに浅瀬を通過することを許してくれる（ただし魅了された PC は
置いていくよう言い渡す。さもなければそれ相応の対価―――最低でも
�,000gp を下らない美しい贈物―――を要求する）。もし彼女の態度を
“ 協力的 ” にすることができたなら、彼女はパーティーとの会話に大変
満足し、浅瀬を通過することを許可するばかりか、魅了された PC も解
放してくれる。

戦闘：パーティーは力ずくでライネをねじ伏せようとするかも知れない。
明らかな脅威に晒された場合、ライネはまず魅了した PC（もし居れば）
に、彼女を守るように指示する。そして 2 体目、3 体目を惑わそう
と試みる。複数を同時に相手にしなければならないような状況に陥っ
たら、彼女はまず始めにヒプノティズム を使い、複数の PC を恍惚状
態にしようと試みる。それに失敗した場合、フォッグ・クラウド を
はる。明らかに形勢不利となったら、彼女は 50 フィートの水泳移動
力を使って、全力で浅瀬から逃走を図る。

宝物：浅瀬の「２」と書かれたマスには、ライネが溜め込んだ宝物が隠
されている。発見するには〈捜索〉判定で難易度 �5 に成功しなけれ
ばならない。宝は重い鉄の箱に入れられた金貨 300 枚と、＋ 2 ロン
グソードである。

■ 遭遇 3：フェイの十字路（遭遇レベル 4）
浅瀬を通過したパーティーは、フェイの十字路にたどり着く。フェ

イの十字路については、FRMA P.44 に詳しい説明が書かれている。DM
はドルイドに〈知識：自然〉判定、バードにバードの知識判定を行わせ、
当該の情報をプレイヤーに与えても良い。

アムラはこの場所の存在は知っているが、この十字路のクロスロー
ズ・ガーディアンと交渉するための、「お気に入りの方法」はまだ持っ
ていない。十字路のこちら側にはまだクロスローズ・ガーディアンが存
在するが、反対側の十字路のガーディアンは既に滅ぼされている。その
ためこの十字路は一方通行である。

タイムライン：PM 0:00 頃
照明：明るい照明
クリーチャー：クロスローズ・ガーディアン× �、アンブッシュ・ドレ

イク× �、秋姫× �
セットアップ：この遭遇は以下のマップを使用する。遭遇の初期配置は、

１がクロスローズ・ガーディアンである。アンブッシュ・ドレイク
および秋姫（ウッドリング）は、交渉がある程度進んでから登場する。

地形：マップの左上（緑色に塗られたエリア）には魔法欠如地帯がある。
魔法欠如地帯については、FRWG P.55 および FRMA P.9 を参照する
こと。

パーティーが十字路に着いたら、以下を読み上げること。

太陽がちょうど頭上に差し掛かる頃、君たち今まで立ち入った
ことの無い地域にやって来たことに気付いた。周囲の木々はこれ
まで以上にうっそうと生い茂り、大木ばかりになっている。薄暗
い森の奥深くをしばらく進んでいくと、再び唐突に、少し開けた
エリアに出くわした。

「たどり着いたよ！あれがフェイの十字路さ！」アムラが嬉しそ
うに声を上げた。

パーティーが十字路に接近すると、クロスローズ・ガーディア
ンがテレパシーで話しかけてくる。

君たちが十字路に接近すると、頭の中に、突然話しかけてくる
声がする。

「侵入者たちよ、フェイの十字路に何用だ？！」
相変わらず周囲には何も見えない。しかし何か巨大な存在が、

君たちの前方十字路の辺りに確かに存在する気配が感じられる。
よく目を凝らしてみると、植物のように大地に根を下ろした足を
持つ、巨大なサテュロスのような外形をした半透明の巨人が目の
前に居るではないか！これが噂に聞く十字路の守り手、クロスロー
ズ・ガーディアンなのだろうか？確かに彼の瞳はしっかりと前方
を見据えており、まるで歩哨のように見える。

アムラは、クロスローズ・ガーディアンに十字路を通過させてもら
うには、それなりの交渉が必要になるとパーティー教えてくれる。必要
ならその情報はパーティーがここに辿り着くまでの間に与えても良い。
パーティー内にもしバードがいれば、FRMA P.46 の “ バードと十字路 ”
の情報も教えてくれる。

この地域の自然ランクは N2 だが、ドルイドやバード以外の者を含ん
だパーティーに対してのガーディアンの最初の態度は “ 中立 ” である。

ガーディアンに通行を許可してもらうには、最低でもガーディアン
の態度を “ 友好的 ” にまで持っていく必要がある。この交渉には通常の

〈交渉〉技能の他に、〈はったり〉、〈芸能〉、【魅力】判定を用いる。難易
度はいずれも �5 以上である。バードは〈芸能〉技能を使う場合＋ 2 の
状況ボーナスを得る。

パーティー内にバードがいない場合、たとえ誰か � 人が上手くクロ
スローズ・ガーディアンの態度を “ 友好的 ” ないし “ 協力的 ” にしたと
しても、パーティーの全員が十字路の通行を許可してもらうには不十分
であることに注意せよ（FRMA P.46 参照）。

クロスローズ・ガーディアンとの会話が平行線になるか、逆にまた
余りにも簡単にガーディアンが説得されそうになったら、以下の戦闘イ
ベントが発生する。
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戦闘：この戦闘は、クロスローズ・ガーディアンとの交渉が上手く進ん
でいるかどうかに関わらず、交渉のロールプレイがある程度進んだ
後に発生する。
以下を読み上げること。

突然、クロスローズ・ガーディアンの背後の茂みから、ほっそり
とした人影が走り出てきた。そしてその後ろから、バキバキと木々
を踏み砕いて、人間ほどの大きさはあろうかというドラゴンに似
た雰囲気を持った生き物が出現した！

「そこの方々、助けてください！このエリア一帯では魔法が使えな
いのです！」

　ほっそりとした人影は、君たちの姿を確認すると、君たちに向
かって切羽詰った声で助けを求めてきた。
しかし彼女の姿が良く見えるようになってくるにつれ、君たちは
驚愕する！
　その人物はなんと人間の女性と植物が入り混じったような姿形
をしているではないか！彼女の皮膚は樹皮のようで、髪の中から
は木の葉が生えている。木の葉で縁取られた簡素な衣服を身に着
け、シミターとスリングを携えている。
彼女はシミターを抜いて小柄なドラゴンに向き直ると、威嚇する
ように身構えた。
クロスローズ・ガーディアンの思念が、君たちに頭の中に響き渡っ
た。

「ああぁぁぁ、秋姫が危ない。あの一帯は魔法欠如地帯なんだ。だ
から彼女お得意の呪文を使ってアンブッシュ・ドレイクを倒すこ
とができない。君たち、彼女を助けてはくれまいか？！私は十字
路を離れることができないんだ！」

クロスローズ・ガーディアン：hp 88（FRMA P.�83 参照）*
アンブッシュ・ドレイク：hp 73（MM
Ⅲ P.�5 参照）
秋姫：hp 49（女性のウッドリング
のドルイド 9）（MM Ⅲ P. 3� 参照）

*（注：フォーゴトン・レルム・ワー
ルド向けのシナリオ『Shadowdale: 
The Scouring of the Land[ 未訳 ]』 P. 
�26 によれば、クロスローズ・ガー
ディアンは “ ダメージ減少 5 ／冷
たい鉄 ” を持つ。またその外見は、

「ゴーストのように透き通った巨大
なサテュロスのようで、足に相当
する部分は植物の様に大地にしっ
かりと植えられ、その瞳は歩哨の
ごとくしっかりと前方を見据えて
いる」と記述されている。）

戦闘：パーティーが即座に反応し
てアンブッシュ・ドレイクを攻
撃しないのでない限り、アンブッ
シュ ･ ドレイクは秋姫を攻撃す
る。彼女が攻撃を受けたら、ク

ロスローズ・ガーディアンはパーティーに彼女を助けるよう懇願す
る。クロスローズ・ガーディアンは十字路から 50 フィート以上離れ
ることができないし、魔法欠如地帯に侵入することもできない。

また、アンブッシュ・ドレイクは魔法欠如地帯の中ではブレス攻
撃を使う事はできない。

パーティーがアンブッシュ・ドレイクを退治して秋姫を助けたなら、
クロスローズ・ガーディアンの態度は必ず “ 協力的 ” になり、なおかつ
パーティー全員が十字路を通過する事を許可してくれる。

秋姫は古くからこの森に住むドルイドである。彼女に ” 銀の塚 ” のこ
とを尋ねると、何か良くない邪悪な存在の影を常に感じていることを教
えてくれる。しかしそれが何であるのか、彼女にも良く分からない。

パーティーがクロスローズ・ガーディアン・秋姫らと別れてフェイ
の十字路から裏道に入ったら、「遭遇 4」に進む。

その他：クロスローズ・ガーディアンと秋姫は遭遇レベルに含まれてい
ない。また彼らの協力が得られることから、この遭遇レベルは通常
より低く見積もられている。

■ 遭遇 4：待ち伏せ！（遭遇レベル 6）
フェイの裏道を抜けた PC たちは、古びた城砦跡に出現する。この城

砦は古のエアランの時代に作られたものだが、今は完全な廃墟と化して
いる。この城砦の裏手には、一方通行ではあるが稼動中のポータルがあ
る。それはチョンダル森に続いており、不幸にも道に迷ってしまったチョ
ンダル森の生物を、高森へと招き入れている。

つい最近 2 体のフォレスト・トロルが誤ってこのポータルから高森
にやってきた。彼らはポータルが一方通行でこちら側からチョンダル森
には帰れないことを悟り、この城砦跡に居を構えた。そして迷い込んで
きた不幸な生き物を殺しては、故郷に帰れない憂さを晴らしている。

タイムライン：PM 2:00 頃
照明：明るい照明
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クリーチャー：フォレスト・トロル× 2。
セットアップ：この遭遇は �� ページのマップを使用する。遭遇の初期

配置は、１が 2 体のフォレスト・トロルである。またパーティーは
裏道を抜けて中央付近のオレンジ色のエリアに出現する。

地形：障害物のあるマス（マップ上の黄色で塗られたエリア）は、重度
の瓦礫（DMG P.88 参照）として扱う：移動するにあたり 2 マス分の
移動力が必要。〈軽業〉〈平衡感覚〉の難易度に＋ 5、〈忍び足〉の難
易度に＋ 2。

フェイの裏道を通っての旅は、一瞬で始まり一瞬で終わった。
目の前には、さっきまでとは全く異なる光景が映し出されてい

る。君たちは、どうやら古びた廃墟の中に立っているようだ。午
後の日差しが差しているのが分かるが、相変わらず深い森の木々
に遮られて辺り一面は薄暗い。

見た感じではこの廃墟はもう何百年も、下手をしたら何千年も
前から放置されたままであるかのように見える。小ぶりな城砦だっ
たようだが、もう一階に当たる部分しか残っておらず、その部分
の壁すらも、ほとんど崩れ落ちている。

戦闘：パーティーが廃墟の中から動き出す直前、フォレスト・トロルは
不意打ちラウンドでパーティーに攻撃を仕掛けてくる。彼らは “ 麝香
いぼ ” の範囲内にパーティーを一人でも多く収めようと試みる。接敵
した後は、常に全力攻撃で闘おうとする。

彼らは故郷に帰れないことから、半ば自暴自棄になっており、彼
らが本来持つ洗練された戦い方をしようとはしない。

フォレスト・トロルは死ぬまで闘う。

フォレスト・トロル (2)：hp47（MM Ⅲ P.�35 参照）

宝物：小塔の廃墟の中（「２」の場所）に、フォレスト・トロルが溜め
込んだ宝がある。チェストに入った金貨が 600 枚とケープ・オヴ・ザ・

マウンティバンク（DMG P.253）である。

■ 遭遇 5：“ 銀の塚 ”（遭遇レベル �2）
「遭遇 4」を退けた後は、特に何事も無く “ 銀の塚 ” にたどり着くこ

とができる。アードリムたちは既に塚の防御結界の一時的な抑止に成功
しており、サン・エルフの PC が塚に侵入したとしても特に何も起こら
ない。

廃墟を後にして数時間が過ぎた。既に日は傾き、夕闇が辺りに
漂い始めるころ、前方の深い森の中に突然、隆起した丘が見えて
きた。

「あれが “ 銀の塚 ” だよ。やっと着いた！」アムラがうわずった
声で告げる。

緊張しているようだ。
アムラが緊張した理由はすぐに分かった。

その土饅頭のような塚の急な斜面を登っていくと、中腹付近に
ぽっかりと口を開いた幅 20 フィート（6m）ほどの大きさの入り
口が三箇所見えてきたのだが、出入り口を塞いでいたのであろう
扉はどれも完全に破壊され、今では入り口付近の足元に散らばる
石塊と化している。

タイムライン：PM 4:00 頃
照明：明るい照明（部屋の中央部、床の上に描かれた巨大な魔方陣が光

を放っており、部屋全体を照らし出している。
クリーチャー：アードリム× �、フェイリのファイター× �、フェイリ

のローグ× �、タナラック 5 体。
セットアップ：この遭遇は以下のマップを使用する。遭遇の初期配置は、

１がアードリム、２がフェイリのファイター、３がフェイリのローグ、
４がタナラックを表している。
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罠：中央の入り口には、アードリムが巻物から放ったスカル ･ ウォッ
チ（呪文大辞典 P.�04）が設置されている（頭骸骨の AC�2、硬度 �、
hp 7）。術者レベルは 7 である。スカル ･ ウォッチ の叫び声を聞いた
者は、難易度 �4 の頑健セーヴに成功しない限り、�d6 ラウンド間聴
覚喪失状態となる。

パーティーの全員に〈視認〉判定を行わせること。難易度 �5 以上
に成功したら、スカル・ウォッチの存在に気付く。
パーティーが塚の内部に突入したら、以下を読み上げること。

君たちは内部に突入した。部屋の中央の床には奇妙な輝きを放
つ五芒星の印が刻まれており、その周辺には奇妙なルーンを刻ん
だ金色の円が描かれている。金色の円からも不気味な光が放たれ
ており、部屋中を明るく照らしている。

君たちが入ってきた出入り口の反対側には両開きの大きな扉が
あり、スラリとした人影がその扉を開けようと、今まさに手を掛
けようとしているところだった。

振り向いたその女の容貌は、この世のものとは思えないくらい
美しいものだった。サン・エルフ特有の青銅色の肌、炎のように
燃える真紅の瞳。しかし背中から生やした羽と、頭部に生えた小
ぶりな角とが、彼女が通常のサン・エルフと異なる存在であるこ
とを表していた。

彼女はサディスティックな微笑を浮かべると、流暢なエルフ語
でこう呟いた。

「デラーデラゴス家の邪魔をする者
たちに、“ 死 ” を！」

アードリム：hp�9（女性のフェイリの
ソーサラー 7、データ・セクション参照）
フェイリのファイター：hp34（男性の
フェイリのファイター 4、データ・セ
クション参照）
フェイリのローグ：hp �3（男性のフェ
イリのローグ 3、データ・セクション
参照）
タナラック (5)：hp22（FRMO P.47 参照）

戦闘：スカル ･ ウォッチ が作動した場
合、アードリムたちはすぐに戦闘態
勢に入る。フェイリたちは巻物とポー
ションを惜し気なく使い自らを強化
する。特にアーマー ･ クラスを上昇さ
せるもの（シールド、バークスキン、
プロテクション・フロム・グッド 等）
と、持続時間の長いもの（ヒロイズム・
ポーション）は真っ先に使用する。

タナラックたちはそれぞれ三方の入
り口を警戒（内一方はタナラックと
フェイリのファイターの組合せ）して
おり、パーティーが侵入してきたらす
ぐに全員でその出入り口を固めよう
と集まってくる。

アードリムは《この世のものならぬ
容貌》と《恐ろしい怒り》の能力を、

今日はまだ使っていない。
アードリムたちは決して降伏しない。死ぬまで闘う（降伏して生き

延びたとしても、女主人サーヤは決して彼女たちのことを許しはしな
いだろうから）。

■ 遭遇 6：解放の時（遭遇レベル 9 ＋）
「遭遇 5」の戦闘の最中に、リステルらエルドレス・ヴァルースラの

メンバーも、“ 銀の塚 ” に到着する。サン ･ エルフに対する強力な防御
結界が抑止されたことを知ったリステルは、全員にポーション・オヴ・
インヴィジビリティ、エリクサー・オヴ・スニーキング、エリクサー・
オヴ・ハイディング を飲ませると、塚の奥へと突入する。そしてパー
ティーがフェイリたちと戦闘中であることを尻目に、奥の封印の間に入
ろうとする。

タイムライン：「遭遇 5」から引き続いて発生する。
照明：薄暗い
クリーチャー：リステル× �、エルドレス・ヴァルースラの構成員× 6、

ヴァスーサント× � 以上。
セットアップ：この遭遇は以下のマップを使用する。遭遇の初期配置は、

１がリステル、２がエルドレス・ヴァルースラのサン・エルフたち、
３がヴァスーサント（最初の � 体目）の出現位置である。ヴァスー
サントは以下のシーン説明を読み終わった後に出現させること。
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リステル：hp 28（男性のサン・エルフのウィザード � ／レンジャー 6、
データ・セクション参照）

エルドレス・ヴァルースラの構成員 (6)：hp �5（男性のサン・エルフ
のファイター 2、データ・セクション参照）

ヴァスーサント（小型、HD 2）：hp �7（MM Ⅲ P. �8 参照）
巨大化したヴァスーサント（小型、HD 5）：hp 42（データ・セクショ

ン参照）
巨大化したヴァスーサント（中型、HD 6）：hp 63（データ・セクショ

ン参照）

この遭遇は、パーティーが「遭遇 5」を切り抜けた直後から連続して
発生する。パーティーがまだ「遭遇 5」の銀の塚の内部（フェイリたち
が居た魔方陣のある部屋）に居るうちに、以下を読み上げること。

フェイリたちを倒してようやく一息ついていると、塚の更に奥
（パーティーが入って来たのとちょうど反対側の扉の向こう側）か
ら、重い扉を引きずるような音が聞こえてくる。音のする方向に
目を向けて見てみると、先ほどアードリムが開けようとしていた
扉が開いているではないか！引きずるような音は、その扉の向こ
うから聞こえてくる。

パーティーがすぐさま奥の扉を通って封印の間に向かったら、以下を
読み上げること。

君たちが正面の扉に飛び込むと、その先は通路になっていた。幅
20 フィートの廊下が続いている。廊下の突き当たりにはもう一組
両開きの扉があるのだが、それも今は大きく開け放たれている。

君たちが扉の前にたどり着くと、奥には広大なホールのような空
間が広がっているのが見えた。奥行きは少なくとも �00 フィート
はあるだろう。

部屋の奥は床から �0 フィートほど高くなっていて、そこには階
段を昇って行けるようになっている。その上には巨大な祭壇のよ
うなものがどっしりと据付けられており、周辺の床から赤い光が
溢れている。そして赤い光の中に見慣れた人影が立っている。リ
ステルだ！

君たちが入ってきたことに気付くと、リステルは満面に笑みを浮
かべながら、君たちを出迎えた。
「ご苦労だったな、冒険者諸君。君たちは非常に上手くやってく
れた。お陰で私たちは遂に、伝説のミス・アドヘアーへの門を、
開くことができる。偉大なるエルフの時代が、再びフェイルーン
に訪れるだろう」

「その装置に触れてはならない。それは邪悪なるものたちを封印
するものなのだから」

アムラが前に進み出て、リステルに告げる。

「ふんっ、何をバカな事を。この祭壇にはこう刻まれているのだ
ぞ。『我ら偉大なるアリヴァンダーの長兄たちの魂を、ここに封じ
る。幾星霜隔てた後も、彼らの偉大なる力はこの地にて永劫の眠
りのうちにまどろみ続けん…』愚かなムーン・エルフどもの書い
た戯言だ！見たまえ頭上を！あれこそが我らの同胞の � 万年に渡
る永き眠り揺り篭だ。あの中に幾千幾万のわが同胞、サン・エル
フの戦士たちが眠についているのだ」

確かに頭上は巨大なドーム状になっており、巨大なクリスタルの

カプセルのようなものが幾層にも積み重なっていて、その数はそ
れこそ数千個とも数万個ともありそうな雰囲気だ。どれも人がひ
とり入れるくらいの大きさがある。

「偉大なる我らが祖先は、この日が来ることを予見しておられた
のだ。フェイルーンは再び、優良種たるエルフ族の支配の下、愚
かな人間どもを駆逐し、永遠の繁栄の時代を迎えるのだ！」

リステルは吐き捨てるように言うと、祭壇の上の奇妙な装置のレ
バーを下ろした。装置は一瞬眩いばかりの光を放ったかと思うと、
すぐに脈動するようにその不気味な緑色の光を明滅し始めた。部
屋全体を低く地鳴りのような音が包み込む。

と、突然、強力な緑色の光が、リステルの立っている祭壇の上
から、頭上のクリスタルめがけて放たれた。光の命中したクリス
タルは、パリンッ！という音を立てて砕け散った。その中から、
黒い奇妙な染みのようなものがゆらゆらと落下してくる。

それは球状の、見通すことのできない暗闇の雲のようなものだっ
た。君たちに向かって漂うように近寄ってくる。黒い触手のよう
なものが突然、その雲の不透明な中心部から伸びてきた。

「ヴァスーサント！」アムラが叫んだ！「あれは欲望に身を焦が
した、堕落したサン・エルフの成れの果てよ！こんなものが、本
当にミス・アドヘアーであるはずがないわ！」

リステルの目も驚愕で見開かれている。そして暗黒の雲は君た
ちめがけて這い進んでくる。

戦闘：上記を読み終わったら、ヴァスーサントとの戦闘が開始される。
リステルたちはまだ事態が飲み込めておらず、ミス・アドヘアーへ
の門が開かれて、サン・エルフの軍隊が現れるまで、祭壇の上から
離れようとしない。

アムラはあれこそが、エアランのムーン・エルフたちが封印した、
太古の邪悪であると PC たちに説明し、封印を再び元に戻さないと大
変なことになると PC たちを説得する。

パーティーがもし、祭壇に接近しようとしたら、リステルは配下
の者たちに PC を狙撃するよう命令をくだし、彼自身も弓を構えて
応戦する（パーティーが近接戦闘をこころみようと接近してきたら、
彼はスコーチング・レイ のワンドを取り出して使用する）。彼らは死
ぬまで祭壇を死守しようとする。

祭壇のような装置からは 2 ラウンドごとに頭上のカプセルに向
かって緑入りの光が放たれる。それは強力なグレーター・ディスペル・
マジック（術者レベル 25）で、2 ラウンドに � 体ずつヴァスーサン
トを解放していく。光を目にした者は難易度 2� の〈呪文学〉判定に
成功すれば、それがグレーター・ディスペル・マジック であること
が分かる。

ヴァスーサントの最初の � 体は 2HD である。2 ラウンド後に出現
する新たな固体は 5HD を持っている。さらに 2 ラウンド後には、今
度は中型の個体（6HD）が出現する。その後新たな固体が出現する
たびに、HD は � ずつ大きくなっていく（データ・セクションには
5HD および 6HD に巨大化したデータを記載している。それよりも巨
大化したデータは、MM P.290「モンスターの巨大化」の項を参考に
して自作しておくこと）。新たなヴァスーサントは毎ラウンド、イニ
シアチブ値の最も高い時に出現する。

ヴァスーサントの復活を阻止するには、祭壇の上のリステルたち
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を排除し、装置のレバーを押し上げて、元の状態に戻さなければな
らない。レバーを戻すのは標準アクションである。

展開：パーティーがもし銀の鍵を手に入れていれば、塚の防御魔
法を再起動しようとするかも知れない。しかし、ヴァスーサントを
封印している装置のレバーが下げられたままの状態では、防御魔法
を再起動することはできない。

もし全ての敵を排除して、ヴァスーサントを封印する魔法装置を
元に戻した後に塚の防御魔法を再起動させたなら、“ 銀の塚 ” の全周
に幅 20 フィートの厚い霧状のものが覆い尽くす。銀の鍵を持たずに
この中を通過しようと試みるものは誰でも、� 体のヘルムド・ホラー

（FRMO P.76 参照）から無差別な攻撃を受ける。
加えてサン・エルフが通過しようとした場合には、その者だけを

目標にしたポーラー・レイ （術者レベル 25）が、毎ラウンド塚のど
こかから無造作に発射させる（攻撃 +20 遠隔接触攻撃）。

宝物：祭壇の上の装置には収納スペース（〈捜索〉難易度 20 で発見で
きる）があり、エアランの時代から保管されてきた宝物であるキー
ラ（FRMA P.�56 参照）とイクウェル（DMG P.27�）が保管されている。
イクウェルはヴァスーサント解放を阻止したパーティーに、過去の
王冠戦争の物語やその真相などを語って聞かせてくれるかもしれな
い。しかし、彼がパーティーの誰かの所有物となって冒険を共にし
てくれるかどうかは、彼の御眼鏡に叶う人物がパーティー内にいる
かどうかに掛かっている。

■ 結末
リステルたちを排除し、ヴァスーサントを封印する装置のレバーを

元に戻すことができたら、シナリオは終了である。
レイサーイレーソールに帰還したパーティーが、リステルの正体を

報告すれば、シルエレ・ターメレスィン女卿から褒美が貰えるであろ
う（村はさして裕福では無いので、パーティー全体に対して �00gp が
関の山だが）。その上でもしパーティーがレイサーイレーソールの巡回
警備隊の一員であるのなら部隊の地位は上がり、配下にウッド・エル
フ 4 ～ 5 名で構成された小隊が 2 ～ 3 部隊付けられる。

故郷を失ったアムラは、レイサーイレーソールに身を寄せることに
なる。彼女は村のドルイドの元で修行を積んで、いつの日かランパン
シーを再興しようと夢見ている。

パーティーは堕落したサン・エルフを起源とする邪悪なふたつの組
織から、命を狙われることになる。アードリムの死を知ったデーモン
フェイの党首サーヤ・ドラードラゲス女伯爵は、必ずや復讐を果たそ
うとするであろう。また、リステルの失敗を知ったエルドレス・ヴァルー
スラも、新たなエージェントを高森に派遣してくるに違いない。彼ら
にはまた、高森の強力な同盟者・ロッサルウェインがいる事も忘れて
はならない。

DM はパーティーを、失われた都ミス・アドヘアーを求める旅に送
り出しても良いだろう。彼らの敵も、その行方を追い求めているのは
明らかなのだから。「エルフの港」、「名もなきダンジョン」などデーモ
ンフェイの本拠地に、彼奴らの動静を探りに行くというのも、挑戦し
甲斐のある冒険である。強力な後ろ盾を求めて、シルヴァリームーン
に赴き助力を願うというのも面白い展開である（街はきっと冒険者達
を腕試しする機会を与えてくれるだろう）。

高森周辺には魅力的な挑戦とダンジョン、そして歯ごたえのある敵
が多く居る。これらを活用してエキサイティングなフォーゴトン・レ
ルムの冒険を創造し、楽しんで欲しい。

■ データ・セクション
■遭遇 �
アムラ、女性のウッド・エルフのレンジャー � ／ドルイド �：中型サ

イズの人型生物（エルフ）、真なる中立；脅威度 2；ヒット・ダイス：
2d8（hp�2）；イニシアチブ：＋ 3；移動速度：40 フィート（8 マス）；
アーマー・クラス：�6 （＋ 3【敏】、＋ 3 高品質スタデッド・レザー )、
接触 �3、立ちすくみ �3；基本攻撃／組み付き：＋ � ／＋ 3；攻撃：
バトルアックス＝＋ 3 近接（�d8 ／× 3）：またはショートボウ＝＋
4 遠隔（�d6 ／× 3）；接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート；
特殊攻撃：得意な敵（来訪者（悪））、野生動物との共感、動物の相棒、
自然感覚、呪文 ( ドルイド �)、任意発動；その他の特殊能力：スリー
プの呪文や効果への完全耐性、心術の呪文や効果に対する意思セー
ヴに＋ 2、夜目、武器習熟：ロングソード、レイピア、ロングボウ、
ショートボウ；セーヴ：頑健＋ 2、反応＋ 5、意志＋ 4；能力値：【筋】
�4、【敏】�6、【耐】�0、【知】�0、【判】�4、【魅】�3
技能：〈隠れ身〉＋ 5、〈聞き耳〉＋ 7、〈視認〉＋ 7、〈忍び足〉＋ 5、

〈生存〉＋ 7、〈知識：自然〉＋ 7、〈知識：高森地域〉＋ 4、〈動物使
い〉＋ 5
特技：《速足》*《追跡》
言語：共通語、エルフ語
所持品：高品質スタデッド・レザー、バトルアックス、ショートボウ、
アロー (20)、ヒイラギとヤドリギ、呪文構成要素ポーチ
準備しているドルイド呪文：（3 ／ 2、セーヴ難易度 �2 ＋呪文レベル）
� レベル（2 回 / 日）―エンタングル（難易度 �3）、クローズ・オヴ・
ザ・ベア（呪文大辞典 P.75 参照）
0 レベル（3 回 / 日）―ディテクト・クロスローズ（FRMA P.��3 参照）、
ノウ・ディレクション、フレア
* 注）FRPG P.43 参照

■遭遇 5
アードリム、女性のフェイリ（ティーフリング［プレインタッチト］）

のソーサラー 7：中型の来訪者（原住）、混沌にして悪；脅威度 9；
ヒット・ダイス：7d4（hp �9）；イニシアチブ：＋ 2 移動速度：30
フィート；アーマー・クラス：�6 （＋ 2【敏】、＋ 4 鎧（メイジ・アー
マー））、接触 �6、立ちすくみ �4；基本攻撃／組み付き：＋ 3 ／＋ 2；
攻撃：ダガー＝＋ 2 近接（�d4 － � ／ �9 ～ 20）；接敵面 / 間合い：
5 フィート／ 5 フィート；特殊攻撃：ダメージ減少 �0 ／魔法、エル
フの血、変身（任意の人型生物）、スリープの呪文や効果への完全耐
性、心術の呪文や効果に対する意思セーヴに＋ 2、夜目、武器習熟：
ロングソード、レイピア、ロングボウ、ショートボウ、使い魔の招来、
呪文（ソーサラー 7）；その他の特殊能力：夜目、暗視 60 フィート；セー
ヴ：頑健＋ 2、反応＋ 4、意志＋ 6；能力値：【筋】8、【敏】�5、【耐】
�0、【知】�6、【判】�2、【魅】20
技能：〈呪文学〉＋ �5、〈精神集中〉＋ �0、〈知識：神秘学〉＋ �3、〈知
識：シルヴァー・マーチ地域〉＋ �3、〈はったり〉＋ �7
特技：《恐ろしい怒り》*《この世のものならぬ容貌》*《アビスの目》*
言語：共通語、イラスク語、エルフ語、ノール語、竜語
所持品：銀の鍵、ダガー、クローク・オヴ、カリズマ＋ 2 、ワンド・
オヴ・メイジ・アーマー （術者レベル �、9 チャージ）、ワンド・オヴ・
ライトニングボルト（術者レベル 5、� チャージ）、ワンド・オヴ・ディ
テクト・ソウツ（術者レベル 3、3 チャージ）、巻物整理器、巻物 “ク
ラッシング・ディスペア （術者レベル 5）”、巻物 “ヘイスト（術者
レベル 5）”、巻物 “ブラー（術者レベル 3）”、巻物 “プロテクション・
フロム・グッド（術者レベル 5）”、呪文構成要素ポーチ、透明な水
晶（リード・マジックの焦点具）、ポーション・オヴ・バークスキン
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（術者レベル 3）、ポーション・オヴ・キュア・ライト・ウーンズ（術
者レベル �）、ベルトポーチ、200pp、グリーン・エメラルド（5,000gp）、
アメジスト（�00gp）× 5 ヶ。
修得ソーサラー呪文（6／7／7／5、セーヴ難易度�5＋呪文レベル）；
3 レベル（5 回／日）―ファイアーボール（難易度 �8）、ブラックラ
イト（難易度 �8）*
2 レベル（7 回／日）―スコーチング・レイ（＋ 5 遠隔接触）、スウィ
フト・フライ *、ミラー・イメージ
� レベル（8 回／日）―ガイデッド・ショット *、シールド、チャーム・
パースン（難易度 �6）、マジック・ミサイル
0レベル（6回／日）―アーケイン・マーク、サイレント･ポータル、タッ
チ・オヴ・ファティーグ （難易度 �5）、デイズ、ディテクト・マジッ
ク、メイジ・ハンド、リード・マジック、レジスタンス
* 注 �) PHB 以外からの特技：《恐ろしい怒り》（FRPG P.36）、《この
世のものならぬ容貌》、《アビスの目》（魔物の書Ⅰ P.84 ～ 85）
* 注 2) PHB 以外からの呪文：ブラックライト（呪文大辞典 P.�88）、
スウィフト・フライ（呪文大辞典 P.�85）、ガイデッド・ショット（呪
文大辞典 P.64）。

銀の鍵：鍵と言うよりは、石でできたトークン（円形状の印）のよう
に見える。表面には銀色の文字で、神秘的なルーンが刻まれていた。
通常は皮紐が通されていて、ペンダントの様に使用する（着用部位は「首
の周り」扱い）。
銀の鍵は “ 銀の塚 ” の管理者用に作られたアイテムで、着用者は塚に施
された防御魔法の標的となることは決してない。また合言葉を唱える
ことで、塚に施された防御魔法を一時的に抑止することができる（別
の合言葉を唱えることで、防御魔法を再起動させることもできる）。
強力・防御術：術者レベル 20；《その他の魔法のアイテム作成》、製作
者はエルフ上位魔法使い（『Races of Faerûn』[ 未訳 ] P.�82 参照）で
なければならない。；重量：� ポンド、市価：―

フェイリのファイター、男性のフェイリ（ティーフリング［プレインタッ
チト］）のファイター 4：中型の来訪者（原住）；混沌にして悪；脅
威度 6；ヒット・ダイス：4d�0+8 （hp 34）；イニシアチブ：+7；移
動速度：30 フィート；アーマー・クラス：�9 （＋ 3【敏】、＋ 4 鎧、
＋ 2 盾 )、接触 �3、立ちすくみ �6；基本攻撃／組み付き：＋ 4 ／＋
8；攻撃：高品質ロングソード＝＋ 9 近接（�d8 ＋ 4 ／ �9 ～ 20）：
またはコンポジット・ショートボウ（＋ 4【筋力】ボーナス）＝＋ 7
遠隔（�d6 ＋ 4 ／× 3）；全力攻撃：ロングソード＝＋ 9 近接（�d8
＋ 4 ／ �9 ～ 20）：またはコンポジット・ショートボウ（＋ 4【筋力】
ボーナス）＝＋ 7 遠隔（�d6 ＋ 4 ／× 3）；接敵面／間合い：5 フィー
ト／ 5 フィート；特殊攻撃：ダメージ減少 �0 ／魔法、エルフの血、
変身（任意の人型生物）、スリープの呪文や効果への完全耐性、心術
の呪文や効果に対する意思セーヴに +2、夜目、武器習熟：ロングソー
ド、レイピア、ロングボウ、ショートボウ；その他の特殊能力：夜目 , 
暗視 :60 フィート；セーヴ：頑健＋ 6、反応＋ 4、意志＋ 0；能力値：

【筋】�8、【敏】�6、【耐】�5、【知】�0、【判】8、【魅】�0
技能：〈聞き耳〉+5、〈視認〉+5
特技：《迎え撃ち》《イニシアチブ強化》《武器熟練：ロングソード》《回
避》《武器開眼：ロングソード》
所持品：高品質ロングソード、ミスラル製チェインシャツ、鋼鉄製
ヘヴィ・シールド、コンポジット・ショートボウ（＋ 4【筋力】ボー
ナス）、アロー (20)、ポーション・ベルト、ポーション・オヴ・ヒロ
イズム、ポーション・オヴ・バークスキン（＋ 2）、ポーション・オヴ・
プロテクション・フロム・グッド 、ポーション・オヴ、キュア ･ モ

デレット・ウーンズ、ポーション・オヴ・キュア・ライト・ウーンズ、
ベルトポーチ、�00pp、宝石をはめ込んだアンクレット（2,500gp）

フェイリのローグ、男性のフェイリ（ティーフリング［プレインタッ
チト］）のローグ 3：中型の来訪者（原住）；混沌にして悪；脅威度 5；
ヒット・ダイス：3d6（hp �3）；イニシアチブ：+5；移動速度：30 フィー
ト；アーマー・クラス：�9 （＋ 5【敏】、＋ 4 鎧）、接触 �5、立ちす
くみ �5；基本攻撃／組み付き：＋ 2 ／＋ 4；攻撃：高品質ロングソー
ド＝＋ 4 近接（�d8 ＋ 2 ／ �9 ～ 20）：またはコンポジット・ショー
トボウ（＋ 2【筋力】ボーナス）＝＋ 7（�d6 ＋ 2 ／× 3）；全力攻撃：
高品質ロングソード＝＋ 4 近接（�d8 ＋ 2 ／ �9 ～ 20）：またはコ
ンポジット・ショートボウ（＋ 2【筋力】ボーナス）＝＋ 7（�d6 ＋
2 ／× 3）；接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート特殊攻撃：ダメー
ジ減少 �0 ／魔法、エルフの血、変身（任意の人型生物）、スリープ
の呪文や効果への完全耐性、心術の呪文や効果に対する意思セーヴ
に＋ 2、夜目、武器習熟：ロングソード、レイピア、ロングボウ、ショー
トボウ、急所攻撃＋ 2d6、罠探し、身かわし、罠感知＋ �；その他
の特殊能力：夜目、暗視 :60 フィート；セーヴ：頑健＋ �、反応＋ 8、
意志＋ 0；能力値：【筋】�4、【敏】20、【耐】�0、【知】�7、【判】9、

【魅】�0
技能：〈解錠〉＋ �3、〈隠れ身〉＋ �3、〈軽業〉＋ �3、〈聞き耳〉＋ 7、〈真
意看破〉＋ 5、〈視認〉＋ 7、〈捜索〉＋ ��、〈装置無力化〉＋ ��、〈跳
躍〉＋ �0、〈手先の早業〉＋ �3、〈はったり〉＋ 8
特技：《近距離射撃》《精密射撃》
所持品：高品質ロングソード、ミスラル製チェインシャツ、コンポジッ
ト・ショートボウ（＋ 2【筋力】ボーナス）、アロー (20)、ポーショ
ン・ベルト、エリクサー・オヴ・スニーキング 、エリクサー・オヴ・
ハイディング、ポーション・オヴ・バークスキン（＋ 2）、ポーション・
オヴ・プロテクション・フロム・グッド、ポーション・オヴ・キュア・
ライト・ウーンズ、ベルトポーチ、�20pp、細い金鎖に付いたサファ
イアのペンダント（�,750gp）。

■遭遇 6
リステル、男性のサン・エルフのウィザード � ／レンジャー 6：中型

の人型生物（エルフ）；混沌にして悪；ヒット・ダイス：�d4+6d8（hp 
33）；イニシアチブ：＋ 3；移動速度：30 フィート；アーマー・クラス：
�7（＋ 3【敏】、＋ 4 鎧）、接触 �3、立ちすくみ �4；基本攻撃／組
み付き；＋ 6 ／＋ 9；攻撃：高品質ロングソード＝＋ �0 近接（�d8
＋ 3 ／ �9 ～ 20）：コンポジット・ロングボウ（＋ 3【筋力】ボーナス）
＝＋ 9 遠隔（�d8 ＋ 3 ／× 3）または、コンポジット・ロングボウ（＋
3【筋力】ボーナス）＝＋ 5 ／＋ 5 遠隔（�d8 ＋ 3 ／× 3）；全力攻撃：
高品質ロングソード＝＋ �0 ／＋ 5 近接（�d8 ＋ 3 ／ �9 ～ 20）：コ
ンポジット・ロングボウ（＋ 3【筋力】ボーナス）＝＋ 9 ／＋ 4 遠
隔（�d8 ＋ 3 ／× 3）または、コンポジット・ロングボウ（＋ 3【筋力】
ボーナス）＝＋ 7 ／＋ 7 ／＋ 2 遠隔（�d8 ＋ 3 ／× 3）；接敵面／
間合い：5 フィート／ 5 フィート；特殊攻撃：呪文；その他の特殊
能力：得意な敵：人型生物（人間）、野生動物との共感、戦闘スタイル：
弓術、動物の相棒、得意な敵（ゴブリン類）、戦闘スタイル強化：弓術、
使い魔の招来、夜目；セーヴ：頑健＋ 5、反応＋ 8、意志＋ 4；能力
値：【筋】�6、【敏】�6、【耐】�0、【知】�6、【判】�0、【魅】�0
技能：〈隠れ身〉＋ �2、〈聞き耳〉＋ ��、〈視認〉＋ ��、〈忍び足〉
＋ �2、〈生存〉＋ 9、〈知識：神秘学〉＋ 8、〈知識：自然〉＋ �4、〈知識：
ダンジョン探索〉＋ �2、〈知識：地理〉＋ �2、〈動物使い〉＋ 9
特技：《近距離射撃》《精密射撃》《遮蔽抜き射撃》《追跡》《速射》《持
久力》《巻物作成》《束ね射ち》
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所持品：高品質ロングソード、コンポジット・ロングボウ（＋ 3【筋
力】ボーナス）、ミスラル製チェインシャツ、アロー (40)、ワンド・
オヴ・スコーチング・レイ （術者レベル 3、�0 チャージ）コアロン・
ラレシアンの聖印（銀）、探検家の服、高品質ポーション・ベルト（エ
リクサー・オヴ・スニーキング 、エリクサー・オヴ・ハイディング 、
ポーション・オヴ・ブラー （術者レベル 3）、ポーション・オヴ・プ
ロテクション・フロム・アローズ（術者レベル 3）、ポーション・オ
ヴ・インヴィジビリティ（術者レベル 3）、ポーション・オヴ・ヒロ
イズム（術者レベル 5）、ポーション・オヴ・キュア・モデレット・
ウーンズ（術者レベル 3）、ポーション・オヴ・キュア・シリアス・
ウーンズ（術者レベル 5）、ポーション・オヴ・バークスキン（＋ 3）、
背負い袋、呪文書（以下に加えて、0 レベル―すべて；� レベル―ア
イデンティファイ、コンプリヘンド・ランゲージーズ 、チャーム・
パースン、ディテクト・シークレット・ドアーズ ）、ベルトポーチ、
�50pp、アレクサンドライト（500gp）× 4 ヶ。
準備しているウィザード呪文：（3 ／ 2、セーヴ難易度 �3 ＋呪文レ
ベル、秘術呪文失敗確率 �0%）
� レベル（2 回 / 日）―エクスペディシャス・リトリート 、トゥルー・
ストライク
0 レベル（3 回 / 日）―デイズ（難易度 �3）、ディテクト・マジック、
リード・マジック

エルドレス・ヴァルースラの構成員、男性のサン・エルフのファイター 2：
中型の人型生物（エルフ）；混沌にして悪；ヒット・ダイス：2d�0（hp 
�5）；イニシアチブ：± 0；移動速度：30 フィート；アーマー・ク
ラス：�6（＋ 2【敏】、＋ 4 鎧）、接触 �2、立ちすくみ �4；基本攻
撃／組み付き；＋ 2 ／＋ 3；攻撃：高品質ロングソード＝＋ 5 近接（�d8
＋ 2 ／ �9 ～ 20）：コンポジット・ロングボウ（＋ 2【筋力】ボーナ
ス）＝＋ 4 遠隔（�d8 ＋ 2 ／× 3）；全力攻撃：高品質ロングソード
＝＋ 5 近接（�d8 ＋ 2 ／ �9 ～ 20）：コンポジット・ロングボウ（＋
2【筋力】ボーナス）＝＋ 4 遠隔（�d8 ＋ 2 ／× 3）；接敵面／間合
い：5 フィート／ 5 フィート；特殊攻撃：なし；その他の特殊能力：
夜目；セーヴ：頑健＋ 3、反応＋ 2、意志＋ 0；能力値：【筋】�4、【敏】
�5、【耐】�0、【知】�2、【判】�0、【魅】�3
技能：〈威圧〉＋ 4、〈聞き耳〉＋ 4、〈視認〉＋ 4、〈捜索〉＋ 5
特技：《近距離射撃》《精密射撃》《武器熟練：ロングボウ》
所持品：ミスラル製チェインシャツ、コンポジット・ロングボウ（＋
2【筋力】ボーナス）、アロー (20)、高品質ロングソード、ベルトポー
チ、�20gp、ブルー・クォーツ（�0gp）× �0 ヶ、エルドレス・ヴァ
ルースラのシンボル。

巨大化したヴァスーサント：小型サイズのアンデッド：脅威度：2；混
沌にして悪；ヒット・ダイス：5d�2 に加えて �0（42hp）；イニシ
アチブ：＋ 3；移動速度：飛行 30 フィート（完璧）（6 マス）；アー
マー・クラス：�7（＋ � サイズ、＋ 3【敏】、＋ 3 外皮）、接触 �4、
立ちすくみ �4；基本攻撃／組み付き：＋ 2 ／＋ 2；攻撃：叩きつけ
＝＋ 3 近接（�d4）；全力攻撃：叩きつけ＝＋ 3 近接（�d4）および、
4 回までの衰弱の押しつぶし（�d4 に加えて �d4【筋】）；接敵面／
間合い：5 フィート／ 5 フィート；特殊攻撃：現実歪曲、衰弱の押
しつぶし、つかみ強化；その他の特殊能力：暗視 60 フィート、アンデッ
ドの種別特徴、［酸］と［冷気］に対する完全耐性、［光］に対する
完全耐性、擬似視覚 60 フィート、退散抵抗＋ 2、［電気］への抵抗 5、

［火］への抵抗 5、光吸着、不浄なる追加 hp；セーヴ：頑健＋ �、反
応＋ 4、意志＋ 5；能力値：【筋】�0、【敏】�6、【耐】－、【知】4、【判】
�2、【魅】�4

技能：〈隠れ身〉＋ �0*、〈聞き耳〉＋ 5、〈視認〉＋ 6
特技：《かすめ飛び攻撃》、《組み付き強化》B

巨大化したヴァスーサント：中型サイズのアンデッド：脅威度：3；混
沌にして悪；ヒット・ダイス：6d�2 に加えて 24（63hp）；イニシ
アチブ：＋ 3；移動速度：飛行 30 フィート（完璧）（6 マス）；アー
マー・クラス：�5（＋ 2【敏】、＋ 3 外皮）、接触 �2、立ちすくみ
�3；基本攻撃／組み付き：＋ 3 ／＋ 5；攻撃：叩きつけ＝＋ 5 近接

（�d4）；全力攻撃：叩きつけ＝＋ 3 近接（�d6）および、4 回までの
衰弱の押しつぶし（�d6 に加えて �d4【筋】）；接敵面／間合い：5 フィー
ト／ 5 フィート；特殊攻撃：現実歪曲、衰弱の押しつぶし、つかみ
強化；その他の特殊能力：暗視 60 フィート、アンデッドの種別特徴、

［酸］と［冷気］に対する完全耐性、［光］に対する完全耐性、擬似
視覚 60 フィート、退散抵抗＋ 2、［電気］への抵抗 5、［火］への抵
抗 5、光吸着、不浄なる追加 hp；セーヴ：頑健＋ 2、反応＋ 5、意
志＋ 6；能力値：【筋】�4、【敏】�4、【耐】－、【知】4、【判】�2、【魅】
�4

技能：〈隠れ身〉＋ ��*、〈聞き耳〉＋ 5、〈視認〉＋ 6
特技：《かすめ飛び攻撃》、《組み付き強化》B

■謝辞
このシナリオは、2007 年 6 月 23 日の「ホビージャパン・RPG コン

ベンション」の「D&D 本格冒険コース」用に作成されたものです。本
シナリオを作成するにあたり、以下の方々に様々なご助言・ご助力を
頂きました。この場を借りてお礼申し上げます。
えでぃ 氏
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■「傲慢の代償」について
「傲慢の代償」は、2007 年 6 月 23 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、「D&D 本格冒険コース」のセッション
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のです。

著作：ふぇるでぃん
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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
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■広大なる剣と魔法の物語世界
「フォーゴトン・レルム」

2007 年 �2 月 27 日発売予定

街角には冒険と出会いがいつもある。

ウォーターディープ
：シティー・オヴ・スプレンダーズ

定価 6,090 円 (5,800 円 + 税 )
（表紙は英語版です。実際の商品とは異なります。）

好評発売中

ドリッズトが駆け抜けた

＜忘
フ ォ ー ゴ ト ン  レ ル ム

れられた領域＞がここにある

アンダーダーク

定価 6,090 円 (5,800 円 + 税 )

好評発売中

＜忘
フ ォ ー ゴ ト ン  レ ル ム

れられた領域＞で名をあげろ！

フェイルーン
プレイヤーズ・ガイド

定価 6,090 円 (5,800 円 + 税 )

好評発売中

暗黒の危険と大いなる偉業が待っている

フォーゴトン・レルム
ワールドガイド

定価 7,980 円 (7,600 円 + 税 )

■ D&D ビギナーズセット

波乱万丈冒険 "BOX " をあけよう！
2007 年 �0 月 3� 日発売

ダンジョンズ＆ドラゴンズ
ビギナーズセット

２人～５人用

価格：￥5,040 （本体￥4,800 ＋税）

（写真は英語版です。実際の商品とは異なりま

す。）

●彩色済みミニチュア �2 体（プレイヤー用 4 体とモンスター 8 体）
●両面フルカラーのダンジョン・タイル 4 枚
●キャラクターの書 4 冊
●ダンジョン・マスターの書 � 冊
●ダイス 6 個
●カウンター � シート
●上級ルールの書 � 冊

■ D&D リプレイ「若獅子の戦
いくさうた

賦」（HJ 文庫 G）

2007 年 �0 月刊行

HJ 文庫 G　D ＆ D リプレイ

若獅子の戦賦

定価：￥735 （本体￥700 ＋税）

会話型 RPG の元祖「ダンジョンズ & ドラゴンズ」、全編書き下ろしの
文庫リプレイがついに登場 ! 重厚なファンタジー世界で繰り広げられる
カッコいい物語と、鬼才、田中天らをはじめとするプレイヤーたちの
爆笑のやりとり、そしてガチなプレイングが三位一体となったこの本
は、リプレイ界のスタンダードとなる・・・!? 


