『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』ロールプレイング・ゲームの最新版は、

兵たちをうまく騙せただろうか？ 君のファイアーボールはコボルドた

楽しいゲームを追求してさらなる進化を遂げている。この『DM用クイッ

ちを焼き尽くすことができただろうか？ すべては以下の基本ルールに

クスタート・ルール』には、君がダンジョン・マスターとして
『シャドウフェ

よって判定される：

ル城の影』アドベンチャーをプレイするのに充分なだけの解説が盛り込
まれている。これらのルールは、
プレイヤー用の『クイックスタート・ルー
ル』の不足を補うものである。
『クイックスタート・ルール』に含まれているのは、『ダンジョンズ＆
ドラゴンズ』
というゲームのうち必要最低限の部分だけでしかない。
キャ
ラクターの作成を始めとしたすべてのルールを十全に味わいたいなら、

✦ プレイヤーは自分のキャラクターに何をやらせたいのかを決め、ダ
ンジョン・マスターに告げる。

クイックスタート・ルール

ダンジョンズ＆ドラゴンズの第4版へようこそ

（出目は高ければ高いほどよい）。
✦ d20をロールする
✦ 関連した修正値をすべて加える（そのプレイヤーのキャラクター・
シートを参照）。

✦ 判定結果をDMが定めた目標値と比較する。

『プレイヤーズ・ハンドブック』、『ダンジョン・マスターズ・ガイド』、
それに『モンスター・マニュアル』を手に入れよう。さらなる情報が欲
しければ、インターネット上でwww.dndinsider.com（英語）やwww.
hobbyjapan.co.jp/dd/（日本語）
もチェックしてみるとよいだろう。

ダンジョンズ＆ドラゴンズ
『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』はロールプレイング・ゲームの元祖であ
り、RPGというジャンルの出発点となったゲームだ。魔法と怪物に満ち
溢れた中世風ファンタジー世界を舞台とするこのゲームでは、尽きせぬ
可能性と心地よい驚きを秘めた物語や大冒険を経験することができる。

ダンジョンズ＆ドラゴンズをプレイする
このゲームを遊ぶためには、試練を提示し、ルールを裁定し、冒険を
物語る役割のダンジョン・マスター（DM）が1人必要だ。そして、英雄
的なキャラクターをプレイするプレイヤーたち（5人そろえば最高だ）と、
アドベンチャー（たとえばこの『シャドウフェル城の影』）
、それにダイスも
必要となる。
君のキャラクターは、『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』の世界における君
の分身だ。小説の主人公や映画のスターのように、君のキャラクター
（お
よび他のプレイヤーのキャラクター）はすべてのアクションの主役とな
る。だが、このゲームに決められた台本はない──物語の向かう先は、
アドベンチャーの中で君が行なう行動によって決まるのだ。そして、
ゲー
ムが進行するにつれて君のキャラクターは成長し、さらなる力を手に入
れる。
『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』では特殊なダイスのセットを使用する。
これには、以下の種類のダイスが少なくとも1つずつ含まれる：d4、d6、
d8、d10、d12、d20。dの後ろの数字は、そのダイスの面の数に対応
している。たとえば、君が“3d6＋4”をロールする際には、6面ダイスを
3つロールして出目の合計に4を加えればよい。
ゲーム内でキャラクターやモンスターを表すための『D&Dミニチュア』
と、アドベンチャー内の遭遇を処理するための『D&Dダンジョン・タイ
ル』その他のバトル・グリッドもあると便利だ。これらの製品は各地の
ホビーショップや書店で手に入れることができる。

基本システム

判定結果が目標値以上であれば、その行動は成功する。結果が目
標値よりも低い場合、その行動は失敗したことになる。
実際にはもう少しいろいろとあるが、この基本ルールは『ダンジョン
ズ＆ドラゴンズ』というゲームのあらゆる物事の解決に使われる。他の
ルールはすべて、
この基本システムを拡張あるいは増補したものなので
ある。基本システムのゲーム中での使い方の例を以下に示す。

技能判定
技能を使う際には、技能判定を行なう。

✦ d20をロールし、技能判定修正値（キャラクター・シートあるいはモ
ンスターのデータ・ブロックを参照せよ）
を加える。
その場の状況による修正を加える。
✦ 君に作用しているパワーなど、
✦ これらの合計値が君の判定結果となる。
判定の結果は高ければ高いほどよい。君の判定結果を難易度（DM
が状況に応じて定めた値）
と比較するか、君の使う技能と対決する他の
キャラクターとの対抗判定を行なう。
込み入った作業を完遂する方法が“技能チャレンジ”のみと言うことも
ときどきある。技能チャレンジとはキャラクター（あるいはキャラクター
達に）一定回数失敗してしまう前に一定回数の判定の成功を求めるも
のだ。技能チャレンジが行なわれる場合には、その遭遇において、関連
する技能、技能チャレンジをキャラクター達に行なわせる手法について
説明されるはずである。

攻撃ロール
君が攻撃を行なう際には、通常は攻撃ロールを行なう。

✦ 君が使おうとする攻撃の種類、たとえば近接、遠隔、近接範囲、遠
隔範囲（P.4の
『攻撃の種類』参照）
の種別を選ぶ。

✦ 選んだ種類の攻撃の射程内にいる相手の中から、攻撃の目標を
選ぶ（複数の目標を攻撃できることもある）。

✦ 君が攻撃する各クリーチャーに対してd20をロールし、攻撃修正値
（キャラクター・シートあるいはモンスターのデータ・ブロックを参
照せよ）
を加える。

✦ 以上を合計したものが君の攻撃ロールの結果となる。

『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』には、基本となるゲーム・システムが存

判定の結果は高ければ高いほどよい。君の判定結果を目標のいず

在する。これさえ覚えれば、このゲームの遊び方は身につけた事にな

れかの防御値と比較すること。攻撃の種類が異なれば、比較する防御

るのだ。君は何らかの行動の成否を決めるやり方さえ覚えればよい。

値も変わる。キャラクターおよびモンスターは4つの異なった防御値を

君の振るった剣はアウルベアに命中しただろうか？ 君のはったりは衛

有している：アーマー・クラス
（AC）
、頑健、反応、意志である。
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遭遇

レベルに到達する。

『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』
というゲームにおけるさまざまなアクショ
ンは、遭遇というかたちで解決される。遭遇においては、すべてのキャ
ラクターに何かしらできることがあり、目の前のいかなる困難にも協力
して立ち向かうことこそが重要となる。遭遇以外の箇所では、キャラク
ターたちは周囲を探険したり、社交的な交わりに加わったりする。探険
や社交的な状況などにおいて、成功と失敗とが重大な差異をもたらす
ような場合には、それもまた遭遇となる。
遭遇には2つの基本的な形式がある：戦闘遭遇と非戦闘遭遇である。
これらの遭遇の間に君はパワーを使用できる。

キャラクターが総計2250XPを獲得したなら、その時点でキャラク
ターは3レベルに到達する。
『シャドウフェルの城砦』を終える頃には、キャラクター達は4レベル
（3750XP）になっているか、それにごく近いところまで到達しているだ
ろう。それ以降の君のキャラクターのさらなる成長については『プレイ
ヤーズ・ハンドブック』やウィザーズ社のサイト
（www.dndinsider.com）
からダウンロードできるD&D Character Builder（訳注：このソフトは英
語のみである。2010年2月時点で翻訳予定はない）によって知ること
ができる。

戦闘

戦闘遭遇
モンスターとの戦い。『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』のアドベンチャー
のすべてには、キャラクターの攻撃パワー、特技、技能、そして魔法のア
イテムのすべてを駆使する、貪欲なクリーチャーの大群や邪悪きわまり
ない悪党どもとの戦闘遭遇がてんこ盛りである。

プレイヤー・キャラクターが敵対的な勢力と出くわすと、戦闘遭遇が
勃発する。その“勢力”は強力な単独のモンスター 1体であったり、恐ろ
しいクリーチャーが群れを成していたり、邪悪なノンプレイヤー・キャ
ラクターの一団であったりする。混沌とした戦闘は、順番に回ってくる
ラウンドとターンというかたちで秩序を与えられる。
ラウンド：1つのラウンドの間に、戦闘に参加しているすべての者は1

非戦闘遭遇
非戦闘遭遇では、技能や汎用パワーに加えて、プレイヤーの機転と
ロールプレイの腕前などがものを言う。こういった遭遇には、罠や危険
要因を処理すること、パズルを解くこと、ノンプレイヤー・キャラクター
（NPC）に対応すること、技能チャレンジを克服することなどが含まれる。

回ずつ自分のターンを得る。1ラウンドはゲーム内世界でのおよそ6秒
間を表している。
ターン：君のターンにおいて、君は好きな順番でアクションをとる事
ができる
（後述の『アクション』の項を参照せよ）。

戦闘の手順

パワー
遭遇中、君はパワーを使用できる。どのクラスも、敵に害を与えるた
めに使用される攻撃パワー、君や仲間を手助けする汎用パワーの両方
を利用できる。どちらの種別のパワーも、それを使用できる頻度により
さらに分類される。
君は無限回のパワーを好きなだけ何度でも使うことができる。遭遇
毎>のパワーは1日の冒険の中で何回も使うことができるが、使用の間
には数分間休息を取らねばならない。そのため君はこれらのパワーを
遭遇毎に1回使うことができる。一日毎のパワーは劇的かつ強力で、そ
れぞれのパワーは1日に1回のみ使用できる。

戦闘遭遇は以下の手順に従う。
位置を決める：DMは、戦闘の参加者それぞれのバトル・グリッド上
の位置を決定する。まずプレイヤーたちが自分のキャラクターを配置
する場所を決め、その後でDMがモンスターを配置する。
イニシアチブをロールする：遭遇の参加者全員がイニシアチブをロー
ルする
（d20をロールし、君のキャラクター・シートに書いてあるイニシ
アチブ修正値を加える）。これによって、その遭遇を通しての行動の順
番が決まる。
不意討ちラウンドのアクションを行なう：戦闘の参加者のいずれか
が不意討ちラウンドを得ているなら、不意討ちに成功した者たちはイニ
シアチブ順に行動し、各人は1つのアクションを行なう。

レベルアップ

ターンを行なう：イニシアチブの結果が一番高かった者から順番に、

遭遇を終えるたびに、ダンジョン・マスターは各キャラクターに平等
に、その遭遇の難しさに応じて経験点（XP）
という報酬を与える。充分
な量の経験点が溜まった時点で、君は次のレベルになる
（どのように各
キャラクターを成長させるかについては、キャラクター・シートを参照）。
これらの成長は大休憩を取った後に効果がもたらられる。
キャラクターが総計1000XPを獲得した時点で、
そのキャラクターは2

参加者すべてが自分のターンを1回ずつ行なう。
繰り返し：新しいラウンドに入り、イニシアチブ順にターンを繰り返
す。どちらかの側が逃げ出すか敗北するまでこれを繰り返す。
遭遇の終了：どちらかの側が逃げ出すか敗北した時点で、生き残っ
た側は小休憩あるいは大休憩をとる事ができ、この時点でその遭遇は
終了となる。

3つの基本的なルール
基本システムに加えて、以下の3つの基本原則を常に覚えておこう。
他のルールの多くは、
これらの原則を前提に作られている。

細則は一般則に優越する：細則（ある特定の事柄に関してのみ適用さ
れるルール）
と一般則が矛盾する場合、細則の方が優先される。たとえば、

単純なルール、多くの例外：D&Dに登場するクラス、種族、特技、パ

一般則として、君は通常の攻撃を行ないながら移動することはできない。

ワー、モンスターはいずれも、何らかの形でルールを破ることが可能であ

しかし、君が移動しながらの攻撃を可能にするパワーを有しているなら、

る。このゲームのルールは、些細なものから甚だしいものまで多々の例外

君がこのパワーを使用するときに限って、このパワーの細則が一般則に優

を設けることに基づいてデザインされているのだ。たとえば、普通の近接

越するのだ。

攻撃は数ポイントのダメージしか与えることができないが、どのクラスもパ
ワーを使用することでダメージを大幅に増加させることができる。

端数は常に切り捨て：攻撃ロールに君のレベルの半分を加える場合な
ど、
このゲームにおいて何らかの数値を半分にするよう求められたなら、端
数は常に切り捨てる
（四捨五入ではない）。
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君のイニシアチブ順が来た時点で、君は自分のターンを行なう。君
のターンは3つの部分に分かれている：ターン開始時、
自分のターン内
のアクション、ターン終了時である。DMは遭遇に登場するモンスター
のそれぞれについて1つのターンを行なう。
ターン開始時：
君が行動する前に、
ターンの開始時に以下の効果を処理すること。

✦ 継続的ダメージ。君が継続的ダメージを被っているなら、この時
点でダメージを受ける。

✦ 再生。君が再生能力を有しているなら、この時点でヒット・ポイン
トを回復する。
ターンの開始時に発生する効果を処理す
✦ その他の効果。その他、
る。

✦ アクション不可。自分のターンの開始時にはいかなるアクションも
行なうことができない。
自分のターン内のアクション：

✦ 効果の終了。効果の中には君のターンの終了時に自動的に終了
するものもある。

✦ アクション不可。自分のターンの終了時にはいかなるアクションも
行なうことができない。
他者のターン内において：
さらに、何らかのトリガーがないと行なうことができないアクションが
2種類存在する。何らかのアクション、できごと、状態などがきっかけと
なって、他の参加者のターンに行なわれるアクションである。トリガー
によって行なうことのできるパワーは、使用する前に使用の前提となる
状況が満たされていなければならない。
機会アクション：敵が隙を見せた瞬間、君は1回の機会アクションを
行なうことができる。機会アクションは一人の戦闘参加者のターンごと
に1回しか行なうことができない。機会アクションはトリガーとなったで
きごとの前に割り込む。
機会攻撃：もっとも一般的な機会アクションは機会攻撃である。敵
が君に隣接するマスから別のマスに移動するか、君に隣接している敵
が“遠隔”または“遠隔範囲”の攻撃を行なったなら、君はその敵に対して

君は自分のターン内にいくつかのアクションをとることができる。

1回の機会攻撃を行なうことができる。

✦ 標準アクション：君は普通、自分のターンにおいて標準アクション

ンである。即応アクションとして使用されるパワーには、何がそのパワー

を1回だけ行なうことができる。攻撃パワーのほとんどは使用に1
回の標準アクションを要する。

✦ 移動アクション：君は普通、自分のターンにおいて移動アクション
を1回だけ行なうことができる。自分の移動速度ぶんだけ歩くには
1回の移動アクションを要する。

✦ マイナー・アクション：マイナー・アクションによって君はちょっと
した手間や注意を要する行動を行なえるようになる。幾つかのパ
ワーやクラス特徴の使用、武器を1つ準備したしたり宝箱を開けた
りするには1回のマイナー・アクションを要する。

✦ フリー・アクション：フリー・アクションには時間も労力もほとん
どかからない。DMが許す限り、君は自分のターンだけでなく他者
のターンにおいても好きな回数だけフリー・アクションをとることが
できる。フリー・アクションには話をすることや持っているアイテム
を落とすことなどが含まれる。
またいず
✦ 順番は自由。君がアクションを行なう順番は自由であり、
れかのアクションを飛ばしてもかまわない。

✦ アクションの代用。君は標準アクションの代わりに移動アクション

即応アクション：“即応・割り込み”および“即応・対応”は即応アクショ
をトリガーするのかが記されている。即応アクションは1ラウンドにつ
き1回しか行なうことができず、
自分のターン内では行なえない。
即応・割り込みはトリガーとなったアクションが解決される前に行動
を起こせるものである。割り込みアクションによってトリガーとなったア
クションが無効になったなら、そのアクションは無駄に失われる。
即応・対応はトリガーとなったアクションに即座に対応して行動する
ものである。トリガーとなったアクションは、君が対応アクションをとる
前に完全に解決される。
トリガーの設定されたフリー・アクション：幾つかのトリガーの設定
されたパワーはフリー・アクションで行なわれる。これらのパワーは”
即応・割込み”のように機能するが、他者のターンだけでなく（一般の
即応アクションと異なり）君自身のターンにも行なえる。

攻撃とダメージ
敵への攻撃が成功したなら、君はダメージを与えたり、目標の状態を
変化させたり何らかの影響を及ぼすこと、あるいはその両方ができる。
ダメージを決定するには、攻撃に使用したパワーに記されているダメー

またはマイナー・アクションを行うことができ、また移動アクション

ジ・ダイスをロールすること。ダメージはキャラクターのヒット・ポイ

の代わりにマイナー・アクションを行なうことができる。

ントを減少させる。

✦ 追加のアクション。アクション・ポイントを消費することによって追
加で1回の標準アクションを行なうことができる。

✦ 他の参加者のアクション。他の戦闘参加者は君のターンにフリー・
アクションを行なうことができる。また、他の参加者の行動がトリ
ガーとなって、君が即応アクションや機会アクションを行なうことも
ある。
ターンの終了時：アクションをすべて行なった後、ターンの終了時に以
下の効果を処理すること。

✦ セーヴィング・スロー。君が被っている、セーヴによって終了させ

クイックスタート・ルール

自分のターンを行なう

クリティカル・ヒット
君の攻撃ロールのダイスの目が20であった場合、君はクリティカル・
ヒットを与えたことになる。
クリティカル・ヒットを与えた場合には、君はダメージをロールする
代わりに、その攻撃が与えうる最大ダメージを与える。
例：ドワーフ・ファイターが近接基礎攻撃でクリティカル・ヒットを
与えた。この攻撃のダメージは2d6＋3であるから、最大ダメージは（6
＋6＋3＝15で）15ポイントとなる。

ることのできる効果それぞれに対して、1回ずつのセーヴィング・
スローを行なう。d20をロールすること。出目が10未満の場合、そ
の効果は持続する。出目が10以上であれば、
その効果は終了する。
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挟撃
挟撃は敵1体に対し、君と味方の1人だけで行なえる簡単な戦術だ。
君は自分が挟撃している敵に対して戦術的優位を得る。敵を挟撃する
ためには、君と味方は敵に隣接し、かつ敵の接敵面を正反対の側から
挟み込む位置にいなければならない。君と味方は敵を攻撃可能でな
ければならない。もしも君が機会アクションを行なえなくなるような効
果（幻惑状態など）
を受けている場合には、君は挟撃を行なえない。

戦術的優位
身を守ることに充分な注意を払えない状態でいる者は、攻撃者に戦
術的優位を与える。戦術的優位が発生するのは、主として挟撃されて
いる、幻惑状態、伏せ状態、盲目状態、朦朧状態、その他防御がおろそ
かになっている時である。

✦ 攻撃ロールに＋2ボーナス。君がこのボーナスを得られるのは、君
が自分の攻撃の目標に対して戦術的優位を有している時である。

✦ 目標に視線が通っている。目標に対して戦術的優位を得るために
は、
目標に対して視線が通っていなければならない。

攻撃の種類
攻撃は4つの基本的な種類に分けられている。
近接攻撃。近接攻撃は隣接するクリーチャー 1体を目標とし、通常
は武器を用いて行なわれる。たとえば、剣やメイスによる攻撃は近接
攻撃である。ある種のモンスターおよび特別な武器は“間合い”があり、
接触していないクリーチャーを攻撃できる。
遠隔攻撃。遠隔攻撃は離れた目標を攻撃するものである。遠隔攻
撃は射程内の1体のクリーチャーを目標とする。たとえば、弓から矢を
放ったりマジック・ミサイルを発射したりするのが遠隔攻撃である。
射程：遠隔攻撃のパワーには、
自分からどれだけ離れたクリーチャー
を目標にできるかが示されている。“遠隔・10”のパワーは10マス以
内の目標を攻撃することができる、といった具合である。射程の代わり
に“遠隔・武器”と書かれている場合、そのパワーの射程は君が使用し
ている遠隔武器によって決まる。
遠隔武器には射程の数字が2つある：通常射程と長距離射程である。
目標が通常射程よりも遠いが長距離射程の中には収まっている場合、
その目標への攻撃ロールには－2のペナルティがつく。目標が通常射
程の範囲内にいるなら、ペナルティはない。
機会攻撃：遠隔攻撃の使用は攻撃者に隣接するすべての敵からの
機会攻撃を誘発する。
近接範囲攻撃。近接範囲攻撃は起点となるマスから外側に威力の
広がる攻撃であり、武器の1振りで複数の敵にダメージを与えるものと、
クリーチャーまたはそのクリーチャーが運搬している物体からほとばし
るエネルギーによって攻撃を行なうものである。
起点マス：使用するパワーによっても異なるが、近接範囲攻撃の起
点となるマスはパワーの使用者のマスあるいは使用者に隣接するマス
のいずれかである。
効果範囲：すべての近接範囲攻撃には、攻撃の及ぶ範囲を定めた
効果範囲が記されている。
その効果範囲内にいるすべてのクリーチャー
（味方含む）に対して攻撃を行なうのか、それとも敵のみに攻撃を行な
うのかはそのパワーによる。その攻撃の起点マスから目標のマス目に
効果線が引けない（起点マスの任意の頂点1つから目標のマス目のど
れか一つの頂点に遮られることなく一本も想像上の直線を引くことがで
きない）
ときには、その目標は攻撃の作用を受けない。
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遠隔範囲攻撃。遠隔範囲攻撃は近接範囲攻撃に似ているが、使用
者から離れたマスを起点マスにできる点が異なる。たとえば、戦場を
飛来して爆発する火の玉などは遠隔範囲攻撃である。
射程と基点マス：遠隔範囲攻撃の射程はパワーの説明に記されて
いる。パワーの使用者は射程内のマス1つを起点マスとして選ばなけ
ればならない。基点マスは効果範囲の中心である。この時、基点マス
からのいずれかの頂点から使用者のマスの頂点へは少なくとも一本、
遮られることのない直線が引けなければならない。遠隔攻撃の射程の
欄には、起点マスまでの距離の最大値と効果範囲の大きさの双方が記
されている。
効果範囲：効果範囲は攻撃の及ぶ範囲と作用する目標を定めるも
のである。その効果範囲内にいるすべてのクリーチャー（味方含む）に
対して攻撃を行なうのか、
それとも敵のみに攻撃を行なうのかはそのパ
ワーによる。攻撃の起点マスから目標のマス目に効果線が引けない（起
点マスの任意の頂点1つから目標のマス目のどれか一つの頂点に遮ら
れることなく一本も想像上の直線を引くことができない）
ときには、その
目標は攻撃の作用を受けない。
機会攻撃：遠隔範囲攻撃の使用は攻撃者に隣接するすべての敵か
らの機会攻撃を誘発する。

目標
あるクリーチャーをパワーの目標にするためには、そのクリーチャー
がパワーの射程内にいなければならず、また頑丈な障壁に完全に隠れ
ていてはならない。パワーの中には複数のクリーチャーを目標にでき
るものも多いが、その場合にはすべての目標が前述の条件を満たして
いなければならない。

状況
目標に対する戦術的優位
攻撃者が伏せ状態
攻撃者が拘束状態
目標が遮蔽を得ている
目標が良好な遮蔽を得ている
目標が視認困難を得ている（近接、および遠隔のみ）
目標が完全視認困難を得ている（近接、および遠隔のみ）
長距離射程（武器攻撃のみ）
突撃

修正値
＋2
－2
－2
－2
－5
－2
－5
－2
＋1

クイックスタート・ルール

攻撃修正値

遮蔽
低い壁の向こうや、曲がり角の奥、木の後ろなどにいる敵はある程度
の遮蔽の効果を得る。
遮蔽
複数の目標。クリーチャーが効果範囲を持つパワーを使用した際には、
常にまずダメージ・ロールを1回だけロールし、次に作用を受けたク
リーチャーそれぞれに対して個別に攻撃ロールを行なうこと。このやり
方は、ミスした場合には半減ダメージを与えるようなパワーの場合には
特に有用である。まずダメージ・ロールを行なってダメージを計算し、
ついで1回ずつ攻撃ロールを行なっていくのだ。
噴射：“噴射”の効果範囲は、パワーの使用者に隣接する、1辺がパ
ワーの説明で指定された数のマスの正方形である。たとえば、“噴射3”
とは使用者に隣接する3マス×3マスの正方形である。噴射の効果範
囲は起点マスに隣接していなければならず、起点マスは使用者のマス
である。起点マスは“噴射”の作用を受けない。噴射の範囲内にいて起
点マスから効果線が引ける（起点マスの任意の頂点1つから目標のマ
ス目のどれか一つの頂点に遮られることなく直線を引くことができる）
なら、その目標は効果を受ける。
爆発：“爆発”は目標のマスからすべての方向にパワーの説明で指定
された数のマスだけ広がる。近接爆発の場合には起点マスはキャラク
ターがそのパワーを使用したマスとなる。遠隔爆発の場合には起点マ
スはそのパワーの射程内にある、選択されたマス目である。近接爆発
は起点マスに効果を及ぼさない。したがってその中心にいるパワーを
使用したキャラクターはそのパワーの影響を受けない。遠隔爆発の場
合には起点マスも効果を受けるため、パワーを使用したキャラクターが
その効果範囲の中にいたなら、
自分もパワーの目標となる。

攻撃修正値
戦闘において攻撃が目標にヒットする確率はさまざまな原因によっ
て上下する。たとえば、挟撃されている目標には攻撃が当たりやすく、
遮蔽の後ろにいる目標には当てにくい。一時的な有利不利を与える
数々の状況は、攻撃ロールへの修正値というかたちで表される。クリー
チャーが攻撃を行なう際には、
これらの修正値を攻撃ボーナスに加える
こと。

✦ 遮蔽（攻撃ロールに－2ペナルティ）：目標が曲がり角の向こう側
にいるか、地形によって守られている場合。

✦ 良好な遮蔽（攻撃ロールに－5のペナルティ）：目標は窓や、落と
し格子、鉄格子や矢狭間の後ろなどのように、著しい地の利によっ
て守られている。

✦ 遠隔範囲攻撃、および近接範囲攻撃：君が遠隔範囲攻撃、もしく
は近接範囲攻撃を行なう場合、（君と目標の間ではなく）その攻
撃の起点となるマス目と目標の間に障害物があるのなら目標は遮
蔽を得る。

✦ 目標の仲間は遮蔽を提供する：君が1体の敵に対して遠隔攻撃
を行ない、そしてその経路に他の敵がいる場合には、目標となる敵
は遮蔽を得る。

✦ 遮蔽の有無を判別する：目標が遮蔽を得ているか否かを判別す
るには、君が占めているマス目（または君の攻撃の起点となるマス
目）
の角をどれか1つ選び、
そこから目標が占めているいずれか1つ
のマス目を選んで、その角それぞれに仮想的な線を引く。それら4
本の線のうち、1 〜 2本が障害物や敵によって阻まれるようであ
れば、その目標は遮蔽を得ている（その線が障害物や敵のマス目
の辺にそって引かれている場合には、阻まれているとは見なさな
い）。それらの線のうち3 〜 4本が阻まれているものの、君が目標
の接敵面の一部分に直線を引くことができるなら（矢狭間から目
標を見ているなど）、
その目標は“良好な遮蔽”を得ている。

視認困難
君が煙や霧で満たされた場所、枝葉など君の視覚を遮る地形的特徴
のある場所で戦う場合、君とその敵は互いに“視認困難”を得ている。
視認困難

✦ 近接攻撃および遠隔攻撃のみ：視認困難によりもたらされる攻
撃へのペナルティは近接攻撃、遠隔攻撃の目標に対してのみ適用
される。

✦ 視認困難（攻撃ロールに－2ペナルティ）：目標が“薄暗い”照明、
枝葉や霧、煙、強く降る雪や雨があるマス目にいるものの、君はそ
の目標に隣接している。

✦ 完全視認困難（攻撃ロールに－5ペナルティ）：君が目標を見るこ
とができない場合。目標が不可視であったり、暗闇の中、濃い霧、
濃い煙、厚く茂った枝葉の中におり、君と隣接していない.。
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状態
パワー、モンスター、罠、それに環境などによって、さまざまな状態が
もたらされる。
動けない状態

✦ 君は現在いる場所から移動することができないが、［瞬間移動］
は行なえるし、
君を引き寄せたり、
押しやったり、
横滑りさせたりする
ことは可能である。

気絶状態

✦
✦
✦
✦
✦

君は無防備状態となる。
すべての防御値に－5のペナルティを被る。
いかなるアクションも行なえない。
伏せ状態になることが不可能でない限り、伏せ状態になる。
敵を挟撃することはできない。

減速状態

✦ 君の移動速度は2になる。この移動速度の変化は君の移動モー
ドすべてに適用されるが、
［瞬間移動］、“押しやる”、“引き寄せる”、
“横滑り”による移動には適用されない。君は自分の移動速度を2
よりも増加させることができず、君の移動速度がもともと2未満だっ
た場合には移動速度が2に増加することはない。移動中に減速
状態になった場合、君がすでに2マス以上移動していたなら、君の
移動は減速状態になった瞬間に終了する。

幻惑状態

✦ 戦術的優位を与える。
✦ 自分のターンにおいて、標準アクション1回、移動アクション1回、あ
るいはマイナー・アクション1回のいずれかしか行なうことができ
ない（それとは別にフリー・アクションは行なえる）。機会アクショ
ンや即応アクションは行なえない。

✦ 敵を挟撃することはできない。
弱体化状態

✦ 君の攻撃は半減ダメージを与える。君が与える継続的ダメージは
半減しない。

瀕死状態

✦ 君は気絶状態となる。
✦ 君のヒット・ポイントは0以下である。
✦ 毎ラウンド、1回の死亡セーヴィング・スローを行なう。

不意を討たれた状態

✦ 戦術的優位を与える。
✦ フリー・アクション以外、いかなるアクションも行なえない。
✦ 敵を挟撃することはできない。

✦ 攻撃ロールに－2のペナルティを被る。
✦ 君は1回のマイナー・アクションで自発的に伏せ状態になることが
できる。
マークされた状態

✦ 君をマークしているクリーチャーを目標に含まない攻撃の攻撃ロー
ルに－2のペナルティを被る。

無防備状態

✦ 戦術的優位を与える。
✦ 君は“とどめの一撃”の目標になりうる。

注：普通、無防備状態は気絶状態によって生じる。
盲目状態

✦ 戦術的優位を与える。
✦ いかなる目標にも視線が通らない（すべての目標は完全視認困難
を得る）。

✦ 〈知覚〉判定に－10のペナルティを被る。
✦ 敵を挟撃することはできない。
朦朧状態

✦ 戦術的優位を与える。
✦ いかなるアクションも行なえない。
✦ 敵を挟撃することはできない。

継続的ダメージ
パワーの中には、攻撃が行なわれた後のターンにも継続的にダメー
ジを与えるものもある。

✦ ターンの開始時：クリーチャーはターンの開始時に継続的ダメー
ジを受ける。仮に継続的［火］ダメージ5を受けていたなら、君は
ターン開始時に5ポイントの
［火］
ダメージを受ける。

✦ セーヴィング・スロー：自分のターンの終了時ごとに、それぞれの
継続的ダメージに対して1回ずつのセーヴィング・スロー（P.3）を
行なう。セーヴに成功したなら、君はそれ以降その継続的ダメージ
を受けなくなる。

✦ 異なる種別の継続的ダメージ：異なる種別の継続的ダメージを
与える複数の効果を受けている場合、君は毎ラウンドそれぞれの
効果からダメージを受ける。君はそれぞれの種別のダメージに対
して1回ずつ個別にセーヴィング・スローを行なう。

✦ 同じ種別の継続的ダメージ：同じ種別の継続的ダメージあるい
は種別を持たない継続的ダメージを与える複数の効果を受けてい
る場合、
もっとも数値の大きなダメージのみが適用される。

抵抗と脆弱性
クリーチャーの中には、特定の種別のダメージに対する抵抗あるい
は脆弱性を有するものもいる。
抵抗：抵抗とは、特定のダメージ種別を有する攻撃から受けるダメー

伏せ状態

✦ 君に対して近接攻撃を行なう敵に戦術的優位を与える。
✦ 君に隣接していない敵からの遠隔攻撃に対してはすべての防御
値に＋2ボーナスを得る。

✦ 君は地面に横たわっている（君が飛行している場合、落下する。

ら、君が［火］
ダメージを受けるたび、君が実際に受けるダメージは5ポ
イント減少する。
脆弱性：ある種別のダメージに対する脆弱性とは、そのダメージ種
別を有する攻撃から追加ダメージを受けるということを意味する。君

君は自分の飛行移動速度に等しい距離のぶんは安全に降下でき

が“［火］に対する脆弱性5”を有しているなら、君は［火］
ダメージを受け

る。それまでの降下で地面に着かなかったならば、それ以降は通

るたびに追加で5ポイントの［火］
ダメージを受ける。

常のルールに従って落下する）。
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ジを減少させるものである。君が“［火］に対する抵抗5”を有しているな

この項では、君が自分のターンに行なえるアクションのうちもっとも一
般的なものを解説する。

アクション・ポイントの使用
君は1回の遭遇につき1回、アクション・ポイントを1点消費して追加
のアクションを行なうことができる。

✦ 君は大休憩の後、アクション・ポイント1点を持ってゲームを開始
する。

✦ 君はマイルストーン（大休憩による中断を経ずに2つの遭遇を成し
遂げる）
に達するごとにアクション・ポイント1点を得る。

✦ 大休憩を取ると、使用しなかったアクション・ポイントはすべてなく
なってしまう。

✦ ほとんどの場合、君はアクション・ポイントを1点消費することで、
自分のターンに1回の追加アクションを得る。そのアクションを標
準アクションにするか、移動アクションにするか、
フリー・アクション
にするかは君が選択する。

基礎攻撃
1回の標準アクションとして君は基礎攻撃を行なうことができる。基
礎攻撃はクラスに関係なく誰もが有している無限回の攻撃パワーであ
る。キャラクターシートには近接と遠隔の基礎攻撃が記してある。
君は機会攻撃には1回の近接基礎攻撃を行なう。また、君は一部の
パワーや効果（ウォーロードのパワーなど）により、君のターン以外でも
1回の基礎攻撃を行なえるようになることがある。

技能の使用
各技能はにさまざまな使い方があり、それぞれ別々のアクションを必
要とする。戦闘中に技能を使用する際には、技能の内容を確認するか、
DMにどのアクションが必要か問い合わせること。

底力
君は1回の標準アクションとして、回復力を1回分消費して自分のヒッ
ト・ポイントを回復することができる。そうしたなら君は自身の回復力
値の分だけヒット・ポイントを回復する。君はまた、次の自分のターン
の開始時まですべての防御値に＋2のボーナスを得る。底力は1つの
遭遇につき1回だけ使用できる。

立ち上がる
君は1回の移動アクションとして、伏せ状態から立ち上がることができ
る。立ち上がることは機会攻撃を誘発しない。

脱出
君は1回の移動アクションとして、君をつかんだ敵から逃れようと試み
ることができる。君をつかんでいるクリーチャーの反応防御値を目標と
した
〈軽業〉の判定、あるいは頑健防御値を目標とした
〈運動〉の判定を
行なう。判定に成功したなら君はつかみから逃れ、1マスのシフトが
行なえる。

つかむ
君は1回の標準アクションとして、君はクリーチャーを自分に隣接させ、
動き回らせないよう試みることができる。敵の反応防御値に対して【筋
力】による攻撃を行なう
（攻撃ボーナスは君の【筋力】判定修正値に等し

い；シート参照）。相手をつかもうと試みるには、少なくとも1本の手が
空いていなければならない。ヒットしたなら、敵は、脱出するか君がつ
かみを終了するまで、“動けない状態”になる。敵をつかんだままにす
るには、以降毎ターン、1回のマイナー・アクションでつかみを維持す
る必要がある。つかみを終了するのはフリー・アクションである。
もし君が、機会アクションをとれなくなるような状態（幻惑状態、朦朧
状態、不意を討たれた状態、気絶状態など）の作用を受けたなら、君は
つかんでいる敵を即座に放してしまう。また、
もし君が、つかんでいるク

クイックスタート・ルール

戦闘におけるその他のアクション

リーチャーから離れたならば、君は相手を放し、つかみは終了する。押
しやり、引き寄せ、横滑りによって君または君がつかんでいるクリー
チャーのいずれかが移動させられ、結果として君がつかんでいるクリー
チャーが君の間合いの外に出てしまったなら、つかみは終了する。

突き飛ばし
1回の標準アクションとして君は敵を遠くへ押しやろうと試みることが
できる。目標を突き飛ばすには、目標の“頑健防御値”に対して【筋力】
による攻撃を行なうこと（攻撃ボーナスは君の【筋力】判定修正値に等
しい；シート参照）。ヒットしたなら目標を1マス押しやり、空いたマス
目にシフトできる。

突撃
君は1回の標準アクションとして、敵に向かって突進しつつ1回の近接
基礎攻撃を行なうことができる。突撃の一部として、移動速度までの移
動を行なうこと。この移動の終了時点で、君は攻撃ロールに＋1のボー
ナスを得たうえで1回の近接基礎攻撃を行なう。君は移動の開始地点
から少なくとも2マスは移動しなければならず、敵を攻撃できるマスの
中で一番近い占有されてないマスに移動しなければならない。突撃に
より移動して敵に隣接したマス目から離脱した場合には機会攻撃を誘
発する。アクション・ポイントを消費しない限り、突撃の後にはいかな
るアクションも行なえない。

とどめの一撃
君は1回の標準アクションとして、隣接した無防備状態（”状態”を参照
せよ）の敵1体に対して“とどめの一撃”を加えることができる。君がその
敵に対して通常に使用できる任意の攻撃パワー（基礎攻撃も含まれる）
がこのために使用できる。この攻撃は自動的にクリティカル・ヒットと
なる。このダメージが目標の重傷値以上を与えたならば、目標は死ぬ。

パワーの使用
ほとんどのパワーの使用は1回の標準アクションである。自分がどん
なパワーを使えるのか、キャラクター・シートを見て確認しておこう。

防御専念
君は1回の標準アクションとして、防御に専念し、次の君のターンの開
始時まで、すべての防御値に＋2のボーナスを得ることができる。

移動
君は1回の移動アクションで自分の1ターンあたりの移動速度ぶんだ
け歩くことができる。君が2回の移動アクションを行なうなら（標準アク
ションの代わりに移動アクションを行なうなら）
、君は自分の1ターンあ
たりの移動速度の2倍の距離を歩くことができる。バトル・グリッド上
での距離を数えるには単にマス目の数を数えればよい。斜めへの移動
も1マスと数える。
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移動アクション
1回の移動アクションで以下の行動のいずれかを行なうことができる。

強制移動

✦ 効果線：君がクリーチャーを押しやる／引き寄せる／横滑りさせ
るすべてのマス目には、
君のマスの任意の頂点1つから、
それらのマ

✦ 歩行。自分の移動速度ぶんだけ移動する。君が敵に隣接したマ

ス目のいずれか一つの頂点に直線（効果線）が遮られることなく

ス目を離れた場合、その敵は君に対して1回の機会攻撃を行なえ

通っていなければならない
（訳注：最後に到達するマス目だけでな

る。

く、
移動の途中のすべてのマス目にも効果線が通っていなければな

✦ シフト。機会攻撃を誘発せずに1マスだけ移動する。シフトによる
移動先は移動困難な地形であってはならない。

✦ 疾走。（自分の移動速度＋2）マス移動する。すべての敵に戦術

らない）。

✦ 何マス動かせるか：君が目標を何マス動かせるかは個々のパワー
に明記してある。君は書いてある数字より少ないマス目しか目標を

的優位を与える。

シフト
乱戦の中を移動するのは危い。気をつけなければ敵に隙を見せる。
敵がそばにいるとき、安全に移動する方法、それがシフトである。
シフト：移動アクション

✦ 移動：1マス移動する。
✦ 機会攻撃なし：シフトによって敵に隣接するマス目を離れても、機

動かさないことにしたり、全く動かさないことにしたりしても構わな
い。目標を垂直方向に動かすことはできない。

✦ 機会攻撃なし：強制移動は機会攻撃その他の機会アクションを
誘発しない。

✦ 移動困難な地形を無視：強制移動は“移動困難な地形”によって
妨げられない。

✦ 通常の移動ではない：強制移動は、目標クリーチャー自身が自分
のターンに移動する能力に影響を与えない（訳注：たとえば1マス
強制移動させられたからといって、自分のターンに行なえる移動が

会攻撃を誘発することはない。

1マスぶん減ったりはしない）。また、目標の移動速度と君が目標

✦ 移動困難な地形：“移動困難な地形”に入るのは1マスあたり1マ
ス多く移動するものと数える。従って、普通は複数マスのシフトを
行なえる場合を除き、“移動困難な地形”にシフトして入ることはで

を移動させられる距離は無関係である。

✦ 踏みとどまる：強制移動によって崖に落ちたり穴から落ちたりさせ
られそうになった時は、寸前で踏みとどまろうと試みることができる。

きない。

君は即座に1回のセーヴィング・スローを行ない、成功すればぎり
ぎりのところで踏みとどまれる。このセーヴィング・スローは通常

疾走

のセーヴィング・スローと同様に機能するが、ただ違うのは君の

君は、ほんとうに速く移動せねばならない時には、疾走することがで

ターンの終了時でなく、君が崖っぷちに到達した瞬間に行なう点

きる。しかし真に速く走ろうとすれば防御も甘くなり、的確な攻撃もでき

である。

かねるのである。

結果が10未満：失敗。君は崖や穴のへりから落ちる。
結果が10以上：成功。君は崖や穴のへりの、君が落下寸前に

疾走：移動アクション

✦ 移動速度＋2：移動速度＋2までの移動を行なう。
✦ 攻撃ロールに－5のペナルティ：君は、次の君のターンの開始時
まで、攻撃ロールに－5のペナルティを受ける。

✦ 敵に戦術的優位を与える：君は、疾走を開始した瞬間から、次の
君のターンの開始時まで、あらゆる敵に対して戦術的優位を与え
る。

✦ 機会攻撃を誘発する：君が敵に隣接したマス目を離れた場合、そ
の敵は君に対して1回の機会攻撃を行なえる。

強制移動
特定のパワーや効果により、君は目標を押しやったり、引き寄せたり、
横滑りさせたりすることができる。
押しやる、引き寄せる、横滑りさせる

✦ 押しやる：君がクリーチャーを押しやる際には、相手を1マス移動
させるごとに、相手と君との距離が広がるようにせねばならない。

✦ 引き寄せる：君がクリーチャーを引き寄せる際には、相手を1マス
移動させるごとに、相手と君との距離が狭まるようにせねばならな
い。

✦ 横滑りさせる：君がクリーチャーを横滑りさせる際には、相手を動
かせる方向に制限はない。
目標を押しやる際にも、引き寄せる際にも、横滑りさせる際にも、すべ
ての強制移動に共通のものとして以下のルールが適用される。
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占めていたマス目で倒れて伏せ状態となる。強制移動は終了する。

何かが占めているマス目
一般的に君は何ものかが占めているマス目を通過することはできな
い。

✦ 味方：味方が占めているマス目を通過しての移動は可能である。
✦ 敵：敵が占めているマス目を通過しての移動は、普通は不可能で
ある。ただし、
その敵が無防備状態の場合には可能である。

✦ 移動の終了：味方の占めているマス目で移動を終えることは、そ
の味方が伏せ状態でない限り、不可能である。敵の占めているマ
ス目で移動を終えることは、その敵が無防備状態でない限り、不可
能である。

移動困難な地形
瓦礫、下生え、浅い泥濘、急な階段などのじゃまものは“移動困難な地
形”である。移動困難な地形は移動を妨げる。1マスの“移動困難な地
形”に入るたび、1マス多く移動するものと数える。“移動困難な地形”
に入れるだけの移動速度が余っていない場合、そこに入ることはでき
ない。

障害物
大木、柱、床から天井までつながっている壁などの1つのマス目を
すっかり埋め尽す障害物に埋め尽されたマス目に入ることはできない。
障害物が1マスを埋め尽している場合、そのマス目の角を横切って斜め
移動を行なうことはできない。

戦闘の中で、キャラクターは攻撃によってダメージを受ける。ダメー
ジはクリーチャーのヒット・ポイントを減少させる。

✦ 最大ヒット・ポイント。PCやモンスターのヒット・ポイントの最大
値は、クラス、レベル、【耐久力】
などによって決まる。キャラクター
の現在のヒット・ポイントがこの値を超えることはない。

✦ 重傷。君の現時点でのヒット・ポイントが最大値の半分以下になっ
たなら、君は“重傷”となる。パワーの中には、重傷の目標に対して
のみはたらくものや、
目標が重傷ならば効果が増すものも存在する。
従って君は自分が重傷になったならDMや他のPCにそのことを告
げること。

✦ 瀕死状態。PCの現時点でのヒット・ポイントが0以下になったなら、
そのPCは気絶状態かつ瀕死状態となる。そのPCが死なない限り、
瀕死状態で受けたダメージはそのPCのヒット・ポイントを減少さ
せ続ける。

✦ 死亡セーヴィング・スロー：瀕死状態の間、君は自分のターンの

休憩と回復
遭遇以外の場面において、プレイヤー・キャラクターは2種類の休憩
をとることができる：小休憩と大休憩である。
小休憩。PCは小休憩によって“遭遇毎”のパワーの使用回数を回復し、
また小休憩中に回復力を消費してヒット・ポイントを回復することがで
きる。小休憩にはおよそ5分間を要する。PCは1日に好きな回数だけ
小休憩をとることができる。小休憩の間、PCたちはきちんと休憩して
いなければならない；激しい活動や邪魔は禁物である。

クイックスタート・ルール

ヒット・ポイント、回復、瀕死状態

大休憩。1日に1回だけ、PCは大休憩をとることができる。大休憩
の利益を得るためには少なくとも6時間が必要であり、PCはその時間
のあいだ眠るか休憩していなければならない。大休憩が終了した時点
で、PCが失ったヒット・ポイントと消費した回復力は完全に回復し、“一
日毎”パワーの使用回数も回復し、未使用のアクション・ポイントはすべ
て失われる代わりに新たに1ポイントのアクション・ポイントを得る。

一時的ヒット・ポイント

終了時ごとに1回のセーヴィング・スローを行なわなければならな

君はさまざまな発生源から一時的ヒット・ポイントを得ることができ

い。この“死亡セーヴィング・スロー ”の結果によって、君がどれだ

る。一時的ヒット・ポイントとは、本当のヒット・ポイントが失われるこ

け死に近づいたかが決まる。

とを防ぐ追加のスタミナのようなものである。

10未満：君は一歩死に近づく。休憩を取る前に10未満が3回
出たなら、君は死亡する。
10 〜 19：変化なし。
20以上：回復力を1回分使用する。この時、君の現在ヒット・
ポイントは0であるものとみなし、
その後で回復力1回分のヒット・ポ

一時的ヒット・ポイント

✦ 本当のヒット・ポイントではない：一時的ヒット・ポイントは普通
のヒット・ポイントとは別物である。一時的ヒット・ポイントとは、
ダメージが本物のヒット・ポイントを減少させることを防ぐ前に突

イントを回復すること。君は瀕死状態ではなくなり、伏せ状態で意

破しなければならないバリアのようなものである。一時的ヒット・

識を取り戻す。セーヴィング・スローの結果は20以上だったが、回

ポイントを君の現在ヒット・ポイントに加えてはならない
（君の現在

復力が1回分も残っていないという場合は、
君の状態に変化はない。

ヒット・ポイントが0以下の場合、一時的ヒット・ポイントがいくらあっ

✦ 死：ダメージを受けた結果、君の現在ヒット・ポイントが君の重傷

たとしても君の現在ヒット・ポイントはやはり0以下であり、君は気

値に－（マイナス）をつけた値以下になったなら、その時点で君の

絶状態かつ瀕死状態である）。一時的ヒット・ポイントは通常のヒッ

キャラクターは死ぬ。

ト・ポイントとは別に記録しておくこと。

戦闘中の回復
荒れ狂う戦闘のさなかであっても、君はヒット・ポイントを回復する
ことができる。君は底力によって自分のヒット・ポイントを回復するこ
とができ、また味方が君に〈治療〉技能を用いたり、［治癒］パワーを使
用することもある。
他者のパワーが君のヒット・ポイントを回復させる際には、君は回復
力を使用するためにアクションを消費する必要はない。たとえ君が気
絶状態であったとしても、他者のパワーは君の回復力を使用して君の
ヒット・ポイントを回復する。［治癒］パワーの中には君の回復力を使
用することなくヒット・ポイントを回復できるものもある。
君が瀕死状態でいる際に何らかの回復を受けた場合、君のヒット・
ポイントは常に最低でも1まで回復する。誰かが〈治療〉技能によって
君を容態安定化させたが、回復は受けられなかった場合、君のヒット・
ポイントは大休憩を取った時点で完全に回復する。
瀕死状態のキャラクターの回復

✦ ヒット・ポイントの回復：瀕死状態で回復を受けた際には、君のヒッ
ト・ポイントはまず0に戻り、次いでその効果によってヒット・ポイン
トが回復する。その効果が君に回復力の使用を要求するものであ
るにもかかわらず、君には回復力が残っていないという場合、君の
ヒット・ポイントは1になる。

✦ 意識回復：現在ヒット・ポイントが1以上になった時点で、君は気
絶状態を脱し、瀕死状態でもなくなる。

✦ 最大ヒット・ポイントには関係なし：現在ヒット・ポイントが最大ヒッ
ト・ポイントを上回っているかどうか、君が“重傷”であるかどうか、
その他君の現在ヒット・ポイントに基づく効果に関して、一時的ヒッ
ト・ポイントは計算に含めない。

✦ 一時的ヒット・ポイントは先に失われる：君がダメージを受けた
場合、まず一時的ヒット・ポイントからそのダメージの数値を引く。
一時的ヒット・ポイントよりも大きなダメージを受けたなら、一時的
ヒット・ポイントを上回ったぶんのダメージは現在ヒット・ポイント
を減少させる。

✦ 互いに加算しない：君が異なる2つ以上の発生源から一時的ヒッ
ト・ポイントを得ている場合、それらを加算してはならない。君が
有する一時的ヒット・ポイントの値は、
それらの中でもっとも大きい
数値をそのまま用いる。

✦ 休憩を取るまで持続：一時的ヒット・ポイントは、ダメージによっ
て0まで減少するか、小休憩または大休憩を取るまで持続する。

クリーチャーを気絶させる
クリーチャーのヒット・ポイントを0にした際（モンスターはPCと異なり、
ヒット・ポイントが負の値にならない）
、君はそのクリーチャーを殺さず
に気絶させることができる。そのクリーチャーはヒット・ポイントを回
復するまで気絶状態となるが、瀕死状態ではない。気絶したクリー
チャーは何らかの回復を受けた時点で意識を取り戻す。
気絶したクリーチャーが何の回復も受けられなかった場合、1回の
小休憩を取った後で意識を取り戻し、
ヒット・ポイントは1になる。
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技能

跳躍中に何かに手が届いたかどうか決定するためにはその結果に

技能は単純な戦闘以外でキャラクターのできることを表している。
一般的な技能判定の難易度は必要に応じて、各遭遇で与えられる。君
はガイドラインとして、以下の難易度を使うこともできる。
難しさのレベル
簡単
中程度
難しい

難易度
5
10
15

敵対的な行動、明らかな脅迫、痛烈な説得により他者に影響を与え
るためには、〈威圧〉判定を行なうこと。

数えられる。移動が尽きたなら、君は落下する。2倍移動している
場合、君は空中で1回目の移動を終了することができる。
水泳あるいは立ち泳ぎ：移動アクションの一部。

ぎしたりすることができる。

✦ 4以下の差で失敗：君はその場に留まり、移動アクションのそれ
以降の部分を失う。君は移動アクションの一部として再び泳ごう

〈運動〉

とすることができる。

登攀、組みつきからの脱出、跳躍、水泳など、筋力に基づく身体活動
を試みるためには、〈運動〉判定を行なうこと。
登攀：移動アクションの一部。

✦ 難易度：表を参照のこと。
✦ 成功：君は君の移動速度の半分で登攀する。
✦ 4以下の差で失敗：君はスタート時のマスに留まり、移動アクショ
ンのそれ以降の部分を失うが、落ちることはない。君は移動アク
ションの一部として再び移動しようとすることができる。

✦ 5以上の差で失敗：君は落下し移動アクションのそれ以降の部
分を失う。2マス落下するごとに1d10ダメージを受ける。

✦ 戦術的優位を与える：登攀している間、君はすべての敵に戦術的
優位を与える。

✦ 移動の一部と数える：君が登攀したマス数は、君の移動の一部に
数えられる。

✦ 5以上の差で失敗：1マス沈む。
水の状態
静かな水面
荒れた水面
大荒れの水面

〈運動〉難易度
10
15
20

〈隠密〉
敵から身を隠したり、衛兵をやり過ごしたり、気付かれずに抜け出し
たり、見られたり聞きつけられたりせずに集団に近づくためには、〈隠
密〉判定を行なうこと。
この技能は他のクリーチャーの〈知覚〉判定や、DMが設定した難易
度に対して使用される。
隠密：移動アクションの終了時。

✦ 対抗判定：〈隠密〉対“受動〈知覚〉”。観察者が複数いる場合、君
〈運動〉難易度
0
10
15
20
＋5
＋5

幅跳び：移動アクションの一部。
（端
✦ 幅跳び距離：〈運動〉判定を行ない、その結果を10で割ること
数はそのまま残すこと）。この数値が、君が跳び越えたマス数とな
る。君はこの結果で決定されたマスに着地する。落とし穴や地割
れの上に着地してしまったなら、君は落下し、移動アクションのそれ
以降の部分を失う。

✦ 助走：跳躍を行なう前に少なくとも2マス移動したなら、君の判定
結果を10ではなく、5で割ること。

✦ 移動の一部と数える：君が跳躍したマス数は、君の移動の一部に
数えられる。移動が尽きたなら、君は落下する。2倍移動している
場合、君は空中で1回目の移動を終了することができる。
高跳び：移動アクションの一部。
（端
✦ 高跳び距離：〈運動〉判定を行ない、その結果を10で割ること
数切り捨て）。この数値が、君が跳びあがったフィート数となる。こ
の結果は、跳躍によって君の足がどれだけ宙に浮いたかを表す。
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結果を10ではなく、5で割ること。

✦ 移動の一部と数える：君が跳躍したマス数は、君の移動の一部に

✦ 難易度：表を参照のこと。
✦ 成功：君は君の移動速度の半分で泳いだり、水に浮いて立ち泳

〈威圧〉

表面
梯子
ロープ
凹凸のある表面（洞窟の壁）
ざらざらした表面（レンガ造りの壁）
すべりやすい表面
非常に滑らかな表面

（君のキャラクターの身長＋その1/3切り捨て）
を加えること。

✦ 助走：跳躍を行なう前に少なくとも2マス移動したなら、君の判定

の
〈隠密〉判定は各観察者の受動〈知覚〉判定との対抗になる。君
がこの移動アクションにおいて3マス以上移動しているなら、君の
〈隠密〉判定には－5のペナルティがつく。疾走を行なった場合、
ペ
ナルティは－10になる。

✦ 成功：君はうまく隠れたことになる─物音を聞きつけられることも
なく、敵からは不可視として扱われる。

✦ 失敗：君は別の移動アクションの終了時に再び〈隠密〉を試みる
ことができる。

✦ 隠れ身の維持：以下の必要条件を満たしている限り、君は隠れた
ままでいることができる。攻撃を行なわない、1つのアクションの
中で3マス以上移動しない、視界の外にいる、音を立てない。もし
も君が1つのアクションの中で3マス以上移動したなら、君は－5の
ペナルティを受けた上で〈隠密〉判定をやりなおさなければならな
い。君が疾走を行なった場合、
このペナルティは－10になる。

✦ 隠れ身を維持できない：君が隠れ身を維持できなくなるようなア
クションをとった場合、隠れていることによる利益はそのアクション
の終了時まで持続する。

✦ 敵の行動：敵は自分のターンにおいて、隠れている君を見つけよ
うとすることができる。ある敵が能動的に〈知覚〉判定を行なって
君のその時点で最新の〈隠密〉判定の結果（新しく
〈隠密〉
を行なう
わけではない）
を上回ったなら、君はその敵に対しては隠れ身を維
持できなくなる。また、敵が君の接敵面内に入ろうとした場合も、
君はその敵に対して隠れ身を維持できなくなる。

事情通：この技能を使用するには1時間かかり、恐らくは技能チャレン
ジの一部としてだろう。

防具による判定ペナルティ
軽業曲技を試みたり、狭い足場や不安定な足場の上でバランスを
とったり、組みつきや拘束から逃れたり、落下ダメージを軽減することが
できる。

✦ 難易度：表を参照のこと。
✦ 成功：君は有益な情報を集め、噂を聞きつけ、うまい話や仕事の
口を見つけ出す。

✦ 失敗：再び試みることはできるが、同じ情報を追い続けているなら、
誰かの注意を惹いてしまうだろう。

軽業曲技：曲技の種類によって、標準アクションか移動アクション。

✦ 難易度：基本難易度15。
✦ 成功：君は軽業曲技を成し遂げる。
✦ 失敗：君はその曲技を成し遂げるのに失敗し、倒れて伏せ状態に
なるか、結果としてその他何らかの被害を被る。
高い場所から落ちたり、跳び降りた場合、君は自分が受ける落下ダ
メージを軽減するために
〈軽業〉判定を行なうことができる。
落下ダメージの軽減：落下した場合はフリー・アクション、跳び降りた
場合は移動アクション。
修得が必要：君は〈軽業〉技能を修得していなければならない。

✦ 軽減されるダメージ量：〈軽業〉判定を行ない、その判定結果の
半分（端数切り捨て）
に等しい値を、君が受けた落下ダメージから
引くこと。この結果としてダメージが0となったなら、君は倒れて伏
せ状態にならず立ったままでいられる。

共同体と情報
普通の共同体
簡単に手に入る情報
手に入れにくい情報
秘密だったり厳重に守られている情報

〈事情通〉難易度
15
－2
＋5
＋10

〈自然〉
君は自然に関する知識と技能を学んでいる。この知識は野外で道を
見つける方法や、野外の危険に気づく方法、自然界のクリーチャーを
扱ったり識別する方法、土地から食糧を手に入れる方法などを含んで
いる。
知識： 自然界――地形、天候、気象、植物、季節――に関するちょっ
とした役に立つ情報を思い出したり、自然に関する手掛かりに気付くた
めには、
〈自然〉判定を行なうこと。また、“自然”起源のクリーチャー（自
然世界のクリーチャー）
を識別するためにも
〈自然〉判定を行なえる。下
の『知識判定』
を参照のこと。

〈看破〉
君は社交的なやり取りの間に他者の意図を見抜き、ボディ・ランゲー

知識判定

ジを読み取ることができる。動機を理解したり、行間を読み取ったり、
雰囲気や態度を感じ取ったり、誰かがどれだけ本当のことを話している
かを見抜いたりするためには、〈看破〉判定を行なうこと。〈はったり〉
判定に対抗するには〈看破〉
を使用する。
作業
動機や態度を見抜く
外部の影響力を感じ取る
効果が［幻］であると認識する

クイックスタート・ルール

〈軽業〉

技能の中には、特定のテーマに関する知識を取り扱ったものもある。す
なわち、〈自然〉、〈宗教〉、〈地下探険〉、〈魔法学〉、〈歴史〉である。
判定の難易度は特定の話題と、その知識がどれだけ一般的かに基づい

〈看破〉難易度
10＋クリーチャーのレベル
25＋効果のレベルの1/2
15＋効果のレベルの1/2

〈交渉〉
君は自分の機転、狡猾さ、社交的な魅力によって、他者に影響を与え
ることができる。意見を変えさせたり、善意を抱かせたり、後援者から
援助を引き出したり、正しい礼儀作法を披露したり、誠実に取引をまと
めたりするためには、〈交渉〉判定を行なうこと。〈交渉〉判定はDMの
設定した難易度に対して行なわれる。

〈持久力〉
有害な効果を食い止め、通常の肉体の限界を超えて己を駆り立てる
ためには、〈持久力〉判定を行なうこと。君は長時間にわたって息を止
めたり、飢えや渇きの衰弱させる効果を受けずにすませたり、長時間に
わたって泳いだり立ち泳ぎしたりすることができる。

〈事情通〉
居住地――村、街、都市――にいる場合、何が起こっているか、有力
者は誰か、必要なものはどこで手に入るか（そして、そこへ行くにはどう

て決まる。いくつかの情報は、適切な知識技能を“修得済み”であるキャラ
クターにしか判らなこともある。
一般的知識：あるテーマに関して一般的に知られている情報が含まれ
る。
専門的知識：恐らくその学問分野の専門家だけが知っているような特
殊な情報が含まれる。
秘伝的知識：恐らくその学問分野の学者だけが知っているような秘伝
的な情報が含まれる。
知識のレベル
一般的
専門的
秘伝的

難易度
10
20
25

モンスター知識：君は〈自然〉、〈宗教〉、〈地下探険〉、〈魔法学〉の
技能を、クリーチャーに対しどれだけ知っているかを定めるために使用す
ることもできる。この技能判定はクリーチャーの起源に基づきどの技能を
使うかが決まり、判定にはアクションは不要である。
モンスター知識
名前、種別、キーワード
パワー
抵抗力と脆弱性

難易度
15
20
25

したらよいか）
、行くべきでないところはどこかを知るためには、〈事情
通〉判定を行なうこと。
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〈宗教〉

知識：地下環境に関するちょっとした役に立つ情報を思い出したり、

君は神々や宗教的伝承、式典、奇跡、聖印、神学に関する知識を学ん
でいる。
知識：ちょっとした役に立つ宗教的知識を思い出したり、宗教に関連
した手掛かりに気付くためには、〈宗教〉判定を行なうこと。また“永劫”
起源のクリーチャー（アストラル海のクリーチャー）
、あるいは（アンデッ
ド）のキーワードを持つクリーチャーを識別するためにも〈宗教〉判定を

地下における災害や手掛かりに気付くためには、〈地下探険〉判定を行
なうこと。また、“異形”起源のクリーチャーを識別するためには、〈地
下探険〉判定を行なう。P.11の『知識判定』
を参照のこと。

〈治療〉
君は他者が傷や（病気などといった）衰弱させるような状態から回復
するための手助けをする方法を知っている。

行なえる。P.11の『知識判定』
を参照のこと。

〈知覚〉

応急手当

手掛かりに気付いたり、秘密の扉を探したり、差し迫った危険を見つ

応急手当を施すためには〈治療〉判定を行なうこと。

けたり、罠を発見したり、足跡を追跡したり、閉じた扉の向こう側の音に
聞き耳を立てたり、隠された物品を見つけ出したりするためには、〈知

応急手当：標準アクション。

この技能は他のクリーチャーの〈隠密〉判定や、DMが設定した難易

✦ 難易度：君がやろうとしている作業によってさまざま。
✦ 底力を使わせる：隣接するキャラクター 1人に対し、そのキャラク

度に対して使用される。ほとんどの状況においては、君が手掛かりや差

ターがアクションを費やさずに“底力”を使用できるようにするため

し迫った危険に気付いたかどうか判断するために、DMが君の受動的

には、難易度10の〈治療〉判定を行なうこと。そのキャラクターは

覚〉判定を行なうこと。

通常なら底力の使用によって与えられる防御値へのボーナスを得

〈知覚〉判定結果を使用する。

ることはない。
知覚：アクションは不要――君は何かに気付くか、気付かなかったかの

を安定化させるためには、難易度15の〈治療〉判定を行なうこと。

する。技能を能動的に使用したい場合、作業の種類にもよるが、君は1

成功したなら、そのキャラクターは再びダメージを受けるまで、死に

回のマイナー・アクションを使用するか、聞き耳を立てたり捜索したり

対するセーヴィング・スローを行なわずにすませることができる。

するのに1分間費やす必要がある。

キャラクターが安定化したからといって、
そのキャラクターの現時点

✦ 対抗判定：〈隠密〉を使用しているクリーチャーを見つけ出すか、

でのヒット・ポイント合計が変化することはない。

音を聞きつけようとする場合は、
〈知覚〉対〈隠密〉。距離があった

✦ セーヴィング・スローを与える：難易度15の〈治療〉判定を行な

り、扉や壁ごしに聞き耳を立てようとする場合には、君の判定は修

うこと。成功したなら、隣接する仲間1体は、
ただちに1回のセーヴィ

正を受けるかもしれない
（表を参照のこと）。

✦ 難易度：何かを聞きつけるか見つけ出そうとしたり、ある範囲を捜
索したり、足跡を探す場合の難易度については、表を参照のこと。
あるいは聞きつけた。
✦ 成功：君は何かを見つけたか、
✦ 失敗：君は状況が変化するまで再び試みることはできない。
✦ 捜索：ある範囲を能動的に捜索したり、特定のものを探す際には、
君が隣接するすべてのマス目を捜索しているものと見なすこと。
DMは君に1回の標準アクションとして行なわせることもあるが、通
常、捜索には少なくとも1分を要する。
聞き耳
戦いの物音
普通の会話
ささやき声
扉を1枚へだてるごとに
壁を1枚へだてるごとに
10マスより遠いなら

〈知覚〉難易度
0
10
20
＋5
＋10
＋2

視認あるいは捜索
かろうじて隠れている／隠してある
うまく隠れている／隠してある
10マスより遠いなら

〈知覚〉難易度
10
25
＋2

君はダンジョンを探検することに関する知識と技能を学んでいる。こ
の知識はダンジョン構造物において進むべき道を見つける方法や、曲
がりくねった洞窟内で自分の位置を知る方法、ダンジョン内の災害を認
識する方法、地下世界アンダーダークにおいて食糧を見つける方法な
どを含んでいる。

ング・スローを行なうか、次のターンの終了時に行なう1回のセー
ヴィング・スローに＋2のボーナスを得る。

〈盗賊〉
君は盗賊の技を身に着けており、図太い神経と着実な手先が必要な
数々の作業――罠の無力化、解錠、すり、手先の早業――を行なうこと
ができる。
罠の無力化：罠が作動するのを防ぐためには、〈盗賊〉判定を行なうこ

〈地下探険〉
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✦ 瀕死状態を安定化させる：隣接する瀕死状態のキャラクター 1体

どちらかである。通常、君のDMが君の受動的〈知覚〉判定結果を使用

と。罠を無力化しようとするためには、その罠が存在することに気付い
ていなければならない。隠された罠を発見するためには、
〈知覚〉判定
を行なうこと。
罠の無力化：戦闘においては標準アクション、あるいは技能チャレンジ
の一部。

✦ 難易度：20。盗賊道具を使えば、判定に＋2のボーナスを得る。
✦ 作動を遅らせる：罠を無力化するのではなく、作動を遅らせようと
するなら、君は判定に＋5のボーナスを得る。
そ
✦ 成功：君は罠を無力化するか作動を遅らせる。無力化すれば、
の罠は再準備しない限り無害となる。罠の作動を遅らせれば、そ
の罠の仕掛けられた範囲は君の次のターンの終了時まで安全に
通行できるようになる。

✦ 4以下の差で失敗：何も起こらない。君は新たなアクションによ
り再び試みることができる。

✦ 5以上の差で失敗：君は罠を作動させてしまう。
解錠：君は錠前をはずすために
〈盗賊〉判定を行なえる。

✦ 難易度：20。盗賊道具を使えば、判定に＋2のボーナスを得る。
✦ 成功：君は錠前をはずす。
✦ 失敗：君は新たなアクションにより再び試みることができる。
すり：クリーチャーから
（財布やお守りなどの）小さな物体を、盗まれた
と気付かれぬように盗み取るためには、〈盗賊〉判定を行なう。そのク
リーチャーがしっかりつかんでいない物体でなければならない。
すり：標準アクション。

✦ 難易度：20＋目標のレベルの半分。戦闘では、君は判定に－10
のペナルティを受ける。

✦ 成功：君は気付かれることなく、目標から小さな物体を1つ盗み取
る。
目標は
✦ 4以下の差で失敗：君はその物体を盗み取れなかったが、
気付いていない。君は新たなアクションにより再び試みることがで
きる。
目標は君が盗も
✦ 5以上の差で失敗：君はその物体を盗み取れず、
うとしたことに気付いてしまう。
手先の早業：

君の手に収まるほど小さく装備中でない物体（硬貨や

指輪など）1つを掌に隠したり、手品を披露したりするためには、
〈盗賊〉
判定を行なうこと。
手先の早業：戦闘においては標準アクション、あるいは技能チャレンジ
の一部。

〈はったり〉
君は嘘を真実に、とんでもないことをもっともらしく、怪しげなものを
ありふれたものに見せかけることができる。君は衛兵を言いくるめ、商
人を欺き、賭博をし、変装や偽の書類を本物と信じ込ませ、あるいはそ
の他の嘘をつくために
〈はったり〉判定を行なうことができる。君の〈はっ
たり〉判定は観察する者の〈看破〉判定との対抗となる。

〈魔法学〉

クイックスタート・ルール

解錠：戦闘においては標準アクション、あるいは技能チャレンジの一部。

君は魔法に関する伝承と魔法効果に関する知識を学んでいる。この
知識は以下の次元界についての情報（それらの次元界に住むクリー
チャーも含む）にも及んでいる。すなわち、元素の渾沌、フェイワイルド、
シャドウフェルである。
知識：エレメンタル、
フェイ、
シャドウの起源を持つクリーチャー、
ある
いは人造クリーチャーを識別するためには、〈魔法学〉判定を行なうこ
と。P.11の『知識判定』
を参照のこと。

〈歴史〉
君は1地方およびさらに広い世界の歴史――重要な事件の時系列的
な記録とそうした事件の原因についての説明を含む――に関する知識
を学んでいる。この知識は、王族その他の政治的指導者、戦争、伝説、
重要な人物、法律、慣習、伝統、忘れがたい出来事に関する情報にも及
んでいる。
知識：役に立つ歴史的な知識を思い出したり、歴史に関連した手掛
かりに気付くためには、〈歴史〉判定を行なうこと。P.11の『知識判定』
を参照のこと。

✦ 難易度：基本難易度15。
✦ 成功：君は装備中でない小さな物体1つを掌に隠すか、手品を披
露する。

✦ 失敗：君はその物体を隠すことができるが、傍観者がそれを目に
するか、君の手品を見抜いてしまう。
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モンスター

起源

モンスターのデータはすぐ簡単に使えるよう、一定のフォーマットでま
とめられている。データ・ブロックは以下に示すようないくつかのセク
ションに分かれている。
モンスターの名前
レベル 役割
サイズ分類 起源 種別 （キーワード）
XP さまざま
イニシアチブ＋修正値 知覚〈知覚〉＋修正値；特殊な知覚力
オーラの名称（キーワード）オーラの範囲；効果。
HP最大値；重傷値さまざま
AC；頑健、反応、意志
セーヴィング・スロー修正値
移動速度
アクション・ポイント
［種別］
パワーの名称
（アクションの種類；再チャージ）
✦キーワード
間合い；距離、効果範囲、あるいは目標；“攻撃ボーナス”対“目標
の防御値”；
効果。（あれば）ミス：効果。二次的攻撃あるいは効果。
属性 言語
技能〈技能名〉＋修正値
【筋】能力値（＋修正値）【敏】能力値（＋修正値）【判】能力値（＋修正値）
【耐】能力値（＋修正値）【知】能力値（＋修正値）【魅】能力値（＋修正値）
装備 鎧、盾、武器、その他の装備

レベルと役割

モンスターの起源には、D&Dの宇宙観におけるそのモンスターの位
置付けが集約されている。起源には、異形、永劫、元素、自然、シャドウ、
フェイがある。

種別
クリーチャーの種別には、そのクリーチャーの外見や行動についての
基本的な事柄が集約されている。種別には、自律、野獣、人型、魔獣が
ある。

キーワード
モンスターの中には、さらに詳細な定義を表すキーワードを有するも
のもいる。こうしたキーワードには、エンジェル、デーモン、デヴィル、
ドラ
ゴン、
アンデッドのように、モンスターの集団を示すものがある。また、
ク
リーチャーの身体がある種の元素から成っていたり、そうした元素と強
い結びつきがあることを示す風、冷気、地、火、水のようなキーワードも
ある。

知覚
モンスターにはいずれも〈知覚〉判定修正値がある。モンスターの中
には、暗視や振動感知のように、普通でない状況下で敵を探知できる

レベル：モンスターのレベルは、ある遭遇において、そのモンスター
がどれだけ手強いかを示すものである。レベルによってモンスターの
数値的データのほとんどが決まるだけでなく、そのモンスターを倒した
時にPCたちが手に入れる経験点（XP）報酬も決まる。
役割：モンスターの役割は、キャラクター・クラスの役割でPCの戦
術が決まるように、そのモンスターの好む戦術を示している。モンス
ターの役割には砲撃役、暴れ役、制御役、奇襲役、遊撃役、兵隊役があ
る。
モンスターの中には、単独、精鋭、雑魚などの2つ目の役割を持って
いるものもある。精鋭や単独のモンスターは標準的なモンスターより

特殊感覚も持っているものがいる。

オーラ
あるモンスターがオーラを有している場合、データ・ブロックの上の
方にオーラに関する記述がある。オーラはそのモンスターから常に発
せられている永続的な効果である。

再生
モンスターの中には再生能力を持つものもいる。再生を有するモン
スターのターンの開始時に、そのヒット・ポイントが1以上であったなら、

も強敵であり、雑魚は標準的なモンスターにくらべてはるかに弱い。遭

そのモンスターは再生の項に記されている数値ぶんのヒット・ポイント

遇を組み立てる際には、精鋭モンスターは標準的なモンスター 2体分

を回復する。

とみなし、単独モンスターは5体分とみなし、雑魚モンスターは4体で標
準的なモンスター 1体分とみなすこと。

特定の種別のダメージを受けた時、または特定の状況において、再
生が機能しなくなるというモンスターもいる。また、“重傷時のみ” のよ

さらに、
（指揮）
という副次的な役割を持つモンスターがいる。これは、
そのモンスターが味方に何らかの恩恵（利益を与えるオーラなど）を及
ぼす能力を有していることを表している。

うに、特定の状況においてのみ機能する再生能力を持つモンスターも
いる。

完全耐性、抵抗と脆弱性

サイズ分類

クリーチャーの中には、特定の種別のダメージに対する抵抗あるい

クリーチャーのサイズ分類により、そのクリーチャーが占める空間（接
敵面）
と間合いが決まる。

は脆弱性を有するものもいる。特定種類のダメージ種別や効果に抵抗
や脆弱性、完全耐性を持つ目標に対し、とあるパワーが機能するかどう
かを判断するときには、そのパワーのキーワードが手がかりとなる。

モンスターのサイズ分類
超小型
小型
中型
大型

接敵面
1/2×1/2
1×1
1×1
2×2

間合い
0
1
1
1または2

接敵面：そのクリーチャーがバトル・グリッド上で占めるマスの数で
ある。
間合い：クリーチャーの中には長い間合いを持ち、自分に隣接して
いない敵を攻撃することができるものがいる。長い間合いを持ってい
る場合には、
クリーチャーのパワーに特記されている。
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完全耐性：クリーチャーは示されたキーワードのダメージ、あるいは
効果の影響を一切受けない。
抵抗：抵抗とは、特定のダメージ種別を有する攻撃から受けるダメー
ジを減少させるものである。君が“［火］に対する抵抗5”を有しているな
ら、君が［火］
ダメージを受けるたび、君が実際に受けるダメージは5ポ
イント減少する。
脆弱性：ある種別のダメージに対する脆弱性とは、そのダメージ種
別を有する攻撃から追加ダメージを受けるということを意味する。君
が“［火］に対する脆弱性5”を有しているなら、君は［火］
ダメージを受け
るたびに追加で5ポイントの［火］
ダメージを受ける。

を持つものもいる。例えば、マグマからなる“元素”由来のクリーチャーに
［冷気］による攻撃が行なわれたなら、その攻撃によってクリーチャーを
減速状態にしたり、その他の移動や攻撃を阻害したりするだろう。

移動速度
そのモンスターが飛行、登攀、水泳など、通常の移動速度以外の移動
モードを有している場合、それらはこの項に記されている。

アクション・ポイント
“精鋭”と“単独”のモンスターは、PCたちと同様、追加アクションを行
なうために消費できるアクション・ポイントを持っている。PCたちと違っ
て、モンスターは1回の遭遇に2ポイント以上のアクション・ポイントを
消費することができるが、1つのラウンドには1ポイントしか消費でき
ない。

パワー
モンスターのパワーは、まず基礎攻撃パワー、次にそのモンスターの
それ以外のパワーという順番で記されている。
種別：それぞれのパワーには、その攻撃がどの種別にあたるかを示す
、遠隔（ R）
アイコンがついている。すなわち、近接（ M ）
、近接範囲（C）
、
遠隔範囲（A）
である。アイコンがついていないパワーは、そのモンス
ター自身を目標とするパワーである。
基礎攻撃のアイコンは丸で囲まれている。近接基礎攻撃（m）
と遠隔
基礎攻撃（r）
である。

射程と効果範囲：特記なき限り、近接パワーの射程は1である。遠
隔パワーには射程が書かれており、近接範囲パワーと遠隔範囲パワー
には射程と効果範囲が書かれている。
目標：モンスターのパワーには、特定の目標にのみはたらくものがあ
る。特記なき限り、遠隔範囲および近接範囲のパワーは効果範囲内に
いるすべてのクリーチャーを目標にする。
ミス：パワーの中にはミスした場合、弱い効果を及ぼすものがある。
そうしたパワーはヒットしたら何が起こるかを記した項目の後に、記さ
れている。
2次攻撃および後効果：パワーの中には、ヒットしたなら2次攻撃が
トリガーされるものがある。また、数は少ないがセーヴィング・スロー
に失敗する度に効果が悪化してゆくパワーや、セーヴに失敗成功しても
後効果が残るものもある。
効果：モンスターのパワーには“効果”をもつパワーもある。これは
攻撃がヒットしようとミスしようと効果を及ぼす。

属性
データ・ブロックに記されている属性は、そのモンスターが取りうる
可能性がもっとも高い属性である。

言語
データ・ブロックには、そのモンスターの通常の個体が話し、理解す
ることのできる言語の種類が記されている。

技能

アクション：そのパワーを使うのに何らかのアクションが必要である場

モンスターのデータ・ブロックには、“修得済み”技能か、そのモンス

合、パワーの説明に必要なアクションの種別が記されている。即応アク

ターが種族ボーナスを有する技能のみが示されている。モンスターの

ションのトリガーはアクション種別のすぐ後に書かれている。また、使

〈知覚〉値はデータ・ブロックの上の方にあり、
ここで繰り返すことはない。

用にアクションを必要としないパワーも存在する。そういったパワーは、
トリガーが発生したなら効果を発揮する。
再チャージ：モンスターのパワーには、無限回・遭遇毎・一日毎の他に、
特定の状況で再チャージされるものがある。
再チャージ 2345 6 ：このパワーは、戦闘中毎ラウンド、再
チャージされる可能性がランダムに発生する。そのモンスターのター
ンの開始時に1d6をロールすること。その出目がここに示されたダイス
目の中に含まれていたら、そのパワーの使用回数は回復する。このパ
ワーは“小休憩”後にも再チャージされる。
〜時に再チャージ：このパワーは特定の状況下（たとえば、“そのモ
ンスターがその遭遇において初めて重傷になった時”など）で再チャー
ジされる。このパワーは“小休憩”後にも再チャージされる。

クイックスタート・ルール

クリーチャーの中には、特定のダメージ種別に対してさらなる脆弱性

能力値
モンスターの能力値はデータ・ブロックの下のほうに記されている。
各能力値の後ろの（ ）内には、そのモンスターのレベルの半分を含む
能力修正値が挙げてある。これらはそのモンスターが“修得済み”でな
い技能の判定や能力値判定を行なう際に便利である。

装備
モンスターの“装備”の項には、そのクリーチャーが使用する武器や装
具が記されている。プレイヤー・キャラクターがモンスターの装備を
獲得したなら、通常の（魔法的でない）装備として使用することができる
が、モンスターがその装備を用いて使用していたパワーをPCが使用す
ることはできない。
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ドワーフ・ファイター
名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性別＿＿＿＿＿＿＿
ドワーフである君には、 自分の家である山の大地や岩と似通った性質が
多々ある。 君はたくましく、打たれ強く、頼りになる。ファイターである君の責
務は、仲間たちを守ることだ。 君は勇敢なる忠義の士であり、善の大義にそ
の身を捧げている。
ヒット・ポイント：31＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
重傷：15

回復力値：7

1日の回復力使用回数：12

イニシアチブ＋1＿＿＿＿＿＿＿アクション・ポイント＿＿＿＿＿＿＿
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頑健

反応

15

11

意志
12

攻撃
近接基礎攻撃：1d20＋6（モール）

ダメージ：2d6＋3

遠隔基礎攻撃：1d20＋4（ダガー）

ダメージ：1d4＋1

種族的特徴
身長：4フィート8インチ（約140cm）
サイズ：中型

クリーヴ

Cleave ／薙ぎ払い
ファイター／攻撃／ 1
君は1 体の敵に斬りつけ、
さらにもう1 体までなぎ払う。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋6対AC
ヒット：2d6＋3ダメージ。使用者に隣接している別の敵1体は
3ダメージを受ける。

リーピング・ストライク

防御値
AC

無限回パワー

移動速度：5マス

言語：共通語、
ドワーフ語

体重：200ポンド
（約90kg）

属性：善

視覚：夜目

鋼の胃袋：［毒］に対するセーヴィング・スローに＋5の種族ボーナス。

ドワーフの回復力：君は“底力”をマイナー・アクションで使用できる。

踏ん張り：何らかの効果（押しやる、引き寄せる、横すべり）が君を強制
的に移動させようとしたとき、君が実際に移動させられるマスの数
は、その効果の説明文中の数字よりも1マス少なくなる。
さらに、何らかの攻撃によって君が伏せ状態になった際、君は即
座に1回のセーヴィング・スローを行なうことができ、成功すれば
伏せ状態にならずにすむ。

Reaping Strike ／刈り残さぬ打撃
ファイター／攻撃／ 1
君は強振のあいまあいまに素早い一突きを繰り出す。このたちの悪い攻
撃は敵の守りをかいくぐって浅手を負わせる。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋6対AC
ヒット：2d6＋3ダメージ。
ミス：3ダメージ。

遭遇毎パワー
スピニング・スウィープ

Spinning Sweep ／回転脚払い
ファイター／攻撃／ 1
君は下段からの強烈な大振りで敵の守りをぐらつかせ、即座に敵の脚を
自分の脚で払い、敵を頭から地面に倒れさせる。

［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋6対AC
ヒット：2d6＋3ダメージ。使用者は目標を伏せ状態にする。

一日毎パワー
ブルート・ストライク

Brute Strike ／剛打
ファイター／攻撃／ 1
ガツンと響く一撃によって、君は敵の鎧を砕き、敵の骨を粉砕する。

william o’ connor

［一日毎］
✦［信頼性］、［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋6対AC
ヒット：6d6＋3ダメージ。
ミス：このパワーの使用回数は消費されない。
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装備品
防具：スケイル・メイル

ミスしようと関係なく、攻撃目標を標的として“マークする”ことがで
きる。目標の“マークされた状態”は、君の次のターンの終了時まで
持続する。君にマークされた目標は、君を目標に含まない攻撃の

武器：モール、ダガー（5）。投擲武器としてのダガーの射程は5 ／ 10
である。

標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：背負

攻撃ロールに−2のペナルティを負う。あるクリーチャーをマーク

い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）
、10日分

できるのは常に1人だけである。同じクリーチャーが別の相手から

の保存食、50フィートの麻製ロープ、水袋。

新たにマークされたなら、既存の“マークされた状態”の効果は終了

所持金：10gp

クイックスタート・ルール

クラス特徴
ファイターの標的：君は敵を攻撃するたびに、その攻撃がヒットしようと

する。
さらに、君にマークされており、かつ君に隣接している敵が、
シフト
または君を目標に含まない攻撃を行なったなら、君はその敵に対

2レベル

して即応・割込アクションとして1回の近接基礎攻撃を行なうこと

2レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ができる。

卓越の戦士：君は機会攻撃の攻撃ロールに＋2のボーナスを得る。そ
の機会攻撃が移動によって誘発されたものであった場合、君の機
会攻撃がヒットした敵はそこで移動を終了する。その敵にまだア
クションが残っているなら、別のアクションで移動を行なうことはで
きる。

ファイターの武器の才：両手武器を使用している際、君は攻撃ロール
に＋1のボーナスを得る
（すでに適用済み）。

ヒット・ポイント：37に増加
回復力値：9に増加

重傷：18に増加

レベル修正値：君は偶数レベルになったので、君のレベルの半分を加
えるすべての値が増加する。これにより、攻撃ロール、防御値（アー
マー・クラスを含む）
、イニシアチブ、技能判定修正値が1ずつ増
加する。

特技：《ドワーフ流武器訓練》：君はアックス類およびハンマー類（たと
えばモール）のダメージ・ロールに＋2の特技ボーナスを得る。近
能力値
【筋】16
【耐】16
【敏】13
【知】10
【判】14
【魅】11
技能（能力値）
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探険〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

判定修正値
＋3
＋3
＋1
±0
＋2
±0
習得済み
○
○

○

接基礎攻撃および各パワーのダメージを修正すること。

アンストッパブル

Unstoppable ／決して倒れず
ファイター／汎用／ 2
君の体内をかけめぐるアドレナリンが、君に戦い続ける力を与える。

判定修正値
＋5
＋8
＋1
＋1
＋2
±0
＋10
±0
＋2
±0
＋2
＋4
＋2
＋1
±0
±0
±0

［一日毎］
✦［治癒］、［武勇］
マイナー・アクション 使用者
効果：使用者は2d6＋3の一時的ヒット・ポイントを得る。

3レベル
3レベルになった時点で、君は以下のものを得る。
ヒット・ポイント：43に増加
回復力値：10に増加

重傷：21に増加

クラッシング・ブロウ

Crushing Blow ／粉砕撃
ファイター／攻撃／ 3
君は得物を大きく振り回し、破壊的な一撃を加える。

［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋7対AC
ヒット：4d6＋8ダメージ。

特技
《強打》：君は近接攻撃を行なう際、攻撃ロールに−2のペナルティを
被ることを選択できる。その攻撃がヒットしたなら、
ダメージ・ロー
ルに＋3のボーナスを得る。

17

ハーフリング・ローグ
名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性別＿＿＿＿＿＿＿
ハーフリングである君は、 臨機応変で機転が利き、 肝の据わったやつだ。
ローグとしての君の責務は、機を見計らって大ダメージを叩き込むことと、必
要に応じて豊富な技能で仲間たちを助けることだ。
ヒット・ポイント：25＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
重傷：12

回復力値：6

1日の回復力使用回数：7

イニシアチブ＋4＿＿＿＿＿＿＿アクション・ポイント＿＿＿＿＿＿＿

防御値
AC
16

スライ・フラーリッシュ

Sly Flourish ／狡猾にして優美
ローグ／攻撃／ 1
華麗な剣筋に目を奪われた敵は、咽元に迫る刃のことを失念する。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接または遠隔・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋8対AC
ヒット：1d4＋7ダメージ。

デフト・ストライク
頑健

反応

11

16

意志

攻撃

13

近接基礎攻撃：1d20＋5（ダガー）

ダメージ：1d4＋1

遠隔基礎攻撃：1d20＋8（ダガー）

ダメージ：1d4＋4

種族的特徴

身長：4フィート
（約120cm）
サイズ：小型

無限回パワー

体重：85ポンド
（約40kg）

移動速度：6マス

言語：共通語、
ゴブリン語

視覚：通常

属性：善

剛胆：［恐怖］に対するセーヴィング・スローに＋5の種族ボーナス。
機敏な対応：君は機会攻撃に対するACに＋2の種族ボーナスを得る。

Deft Strike ／熟練の打撃
ローグ／攻撃／ 1
最後の一突きと共に、君は有利な場所へ移動する。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接または遠隔・武器
目標：クリーチャー 1体
特殊：使用者は攻撃の前に2マス移動できる。
攻撃：1d20＋8対AC
ヒット：1d4＋4ダメージ。

遭遇毎パワー
セカンド・チャンス

Second Chance ／二度目の正直
ハーフリング／種族パワー
君は運と体の小ささを味方につけ、敵の攻撃をひらりとかわす。

［遭遇毎］
即応・割込
使用者
効果：使用者に対して1回の攻撃がヒットした際、敵にその攻撃
ロールを再ロールさせる。再ロールの出目の方が低かったとし
ても、敵は再ロールの結果を用いなければならない。

ポジショニング・ストライク

Positioning Strike ／横すべり打撃
ローグ／攻撃／ 1
よろめいたふりをしての一押しで、君の思い通りの位置に敵を動かせる。
［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋8対“意志”
ヒット：2d4＋4ダメージ。使用者は目標を3マス横すべりさせる。

一日毎パワー
トリック・ストライク

Trick Strike ／術策の打撃
ローグ／攻撃／ 1
立て続けのフェイントとわなにより、君は自分の思い通りの位置に敵を動か
すことができる。

steve prescot t

［武器］、［武勇］
［一日毎］✦
標準アクション 近接または遠隔・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋8対AC
ヒット：3d4＋4ダメージ。使用者は目標を1マス横すべりさせる。
効果：この遭遇の終了時まで、使用者の目標に対する攻撃がヒッ
トするたび、使用者は目標を1マス横すべりさせる。

18

欺きの達人：君は機会攻撃に対してACに＋3のボーナスを得る（“機敏

2レベル
2レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

な対応”能力と合わせて、機会攻撃に対するACへのボーナスは＋5
ヒット・ポイント：30に増加

になる）。
先制攻撃：君は各遭遇の開始時点で、その遭遇においてまだ1度もア

重傷：15に増加

回復力値：7に増加

クションをとっていないクリーチャーすべてに対して戦術的優位を
レベル修正値：君は偶数レベルになったので、君のレベルの半分を加

得る。
ローグの武器の才：君はダガーを使用する際、攻撃ロールに＋1のボー
ナスを得る
（すでに適用済み）。

えるすべての値が増加する。これにより、攻撃ロール、防御値（アー
マー・クラスを含む）
、イニシアチブ、技能判定修正値が1ずつ増

急所攻撃：1ラウンドに1回、1体の敵に対して戦術的優位を有しており、

加する。

軽刀剣類、クロスボウ類、スリング類のいずれかの分類に属する武

特技：《ハーフリングの身のこなし》：ハーフリングの種族特徴である

器を使用している場合、君はその敵に対する攻撃がヒットしたなら

セカンド・チャンスを使用した際、攻撃者は2回目の攻撃ロールに

追加で＋2d8のダメージを与えることができる。

−2のペナルティを被る。

能力値
【筋】12
【耐】13
【敏】18
【知】11
【判】10
【魅】16
技能（能力値）
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探険〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

タンブル

Tumble ／曲芸移動
ローグ／汎用／ 2
君はとんぼをきって危地を脱出し、移動の隙に乗じた敵の攻撃も皆避けて
みせる。

判定修正値
＋1
＋1
＋4
±0
±0
＋3
習得済み

○
○
○

○

○
○

クイックスタート・ルール

クラス特徴

［遭遇毎］
✦［武勇］
移動アクション 使用者
効果：使用者は3マスのシフトを行なえる。
判定修正値
＋3
＋1
＋9
＋11
＋5
＋3
＋1
＋3
±0
±0
＋5
±0
±0
＋11
＋8
±0
±0

3レベル
3レベルになった時点で、君は以下のものを得る。
ヒット・ポイント：35に増加

重傷：17に増加

回復力値：8に増加

ベイト・アンド・スイッチ

Bait and Switch ／場所交換の詐術
ローグ／攻撃／ 3
君は攻撃を加えつつ体をひねり、敵を前のめりにさせてその横をかいくぐり、
敵がもといた場所にすべりこむ。

［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋9対“意志”
ヒット：2d4＋4ダメージ。使用者は目標と位置を入れ替え、その
後3マスのシフトを行なえる。

特技

《背後からの一刺し》：“急所攻撃”のクラス特徴による追加ダメージの
ダイスの種別がd6からd8になる
（すでに適用済み）。

装備品

防具：レザー。
武器：ダガー（10）。投擲武器としてのダガーの射程は5 ／ 10である。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：背負
い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）
、10日分
の保存食、50フィートの麻製ロープ、水袋。
盗賊道具：〈盗賊〉技能を使いこなすためには、ピック、てこ、万能鍵、ク
ランプなどの道具が必要である。盗賊道具を使うと、鍵を開けたり
罠を解除するための〈盗賊〉技能判定に＋2のボーナスがつく。
所持金：25gp
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ヒューマン・ウィザード
名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性別＿＿＿＿＿＿＿
人間である君は果断で行動力に富んでいる。君は順応性のかたまりだ。ウィ
ザードとしての君は秘術の力をあやつる者であり、時に敵を妨げ、あるいは跡
形もなく焼き尽くす。 君にとって魔法とは、芸術の一形態だ。
ヒット・ポイント：23＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
重傷：11

回復力値：5

1日の回復力使用回数：7

イニシアチブ＋6＿＿＿＿＿＿＿アクション・ポイント＿＿＿＿＿＿＿

防御値
AC
14

頑健
12

反応
15

意志
15

攻撃

近接基礎攻撃：1d20＋2（クオータースタッフ） ダメージ：1d8
遠隔基礎攻撃：1d20＋4（マジック・ミサイル） ダメージ：2d4＋4

種族的特徴

身長：6フィート
（約180cm） 体重：180ポンド
（約80kg）
サイズ：中型
移動速度：6マス
視覚：通常
言語：共通語、竜語 属性：善

無限回パワー
スコーチング・バースト

Scorching Burst ／灼熱の爆発
ウィザード／攻撃／ 1
金色の炎が垂直な火柱となり、中のものすべてを焼き尽くす。
［無限回］
✦［装具］、［火］、［秘術］
標準アクション 遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：1d20＋4対“反応”
ヒット：1d6＋4の［火］ダメージ。

マジック・ミサイル

Magic Missile ／魔法の矢
ウィザード／攻撃／ 1
君は敵めがけて力場製の銀色の矢を放つ。
［無限回］
✦［装具］、［秘術］、［力場］
標準アクション 遠隔・20
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋4対“反応”
ヒット：2d4＋4の［力場］ダメージ。
特殊：このパワーは遠隔基礎攻撃として使用できる。

レイ・オヴ・フロスト

Ray of Frost ／冷気光線
ウィザード／攻撃／ 1
白く凍てつく痛烈な冷気のビームが目標に放たれる。
［無限回］
✦［装具］、［秘術］、［冷気］
標準アクション 遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋4対“頑健”
ヒット：1d6＋4の［冷気］ダメージ。目標は使用者の次のターン
の終了時まで減速状態となる。

ゴースト・サウンド

Ghost Sound ／幻の音
ウィザード／初級呪文
君のウィンク1 つで、どこか近くの場所から幻の音が聞こえてくる。
［無限回］
✦［秘術］、［幻］
標準アクション 遠隔・10
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目標：物体1つまたはなにものにも占められていないマス1つ
効果：使用者は、ささやき声ほどに小さな音から怒号や戦闘のよ
うに大きな音まで、好きな音を目標から発生させる。使用者は
ベルが鳴る音、剣を振るう音、鎧のきしむ音、石をこする音など、
話し声以外の任意の音を発生させることができる。また、使用
者がささやき声を発した場合、目標に隣接するマスにいるク
リーチャーだけに使用者の声が届くようにすることもできる。

ライト

Light ／光
ウィザード／初級呪文
君が手を一振りすると、君の杖の先端（あるいは他の物体や場所）に明る
い光がともる。
［無限回］
✦［秘術］
マイナー・アクション 遠隔・5
目標：物体1つまたはなにものにも占められていないマス1つ
効果：使用者は目標に明るい光を放たせる。この光は目標のマス
および目標から4マス以内のすべてのマスを照らす。この光は5
分間持続する。この光はフリー・アクションで消すことができる。
特殊：使用者は同時に複数のライトを稼動させておくことはできない。
新たな光を作ると、使用者がそれまでに作った光は消えてしまう。

メイジ・ハンド

Mage Hand ／魔道士の手
ウィザード／初級呪文
君が近くの物体にむけてちょっとした身振りをすると、空中におぼろげな手
が現れてその物体を宙に持ち上げ、君の意のままに動かす。

［無限回］
✦［創造］、［秘術］
マイナー・アクション 遠隔・5
効果：使用者は距離内の占有されていないマス1つに、霊体の宙に浮
かぶ手を創造する。この手は隣接するマスにある重さ20ポンド以下
の物体1つを持ち上げたり、5マスまで移動させたり、操作したりする
ことができる。このパワーを使用した時点で使用者がその物体を手
に持っていたなら、
この手はその物体を背負い袋、
ポーチ、鞘などの
入れ物にしまいこみ、同時に使用者が運搬しているか自分の体の
どこかに身につけていた物体1つを使用者の手中に移動させること
ができる。
使用者は1回の移動アクションとしてこの手を5マスまで移動させる
ことができる。また、1回のフリー・アクションとして、
この手が持って
いる物体を落とさせることができ、1回のマイナー・アクションとして
別の物体を拾わせたり操作させたりすることができる。
維持・マイナー：使用者はこの手をいつまでも維持することができる。
特殊：使用者は同時に複数の手を稼動させておくことはできない。

プレスティディジテイション

Prestidigitation ／奇術
ウィザード／初級呪文
君は魔法を使って愉快ないたずらをやってのける。 小さな光を躍らせたり、
枯れた花を再生させたり、コインを消してみせたり、冷たい飲み物を温めたり。
［無限回］
✦［秘術］
標準アクション 遠隔・2
効果：この初級呪文を使用することにより、以下の効果のうち1つを発
生させることができる。
✦ 重さが1ポンド以下の物体を動かす。
きつめの臭いなど、無
✦ 舞い散る火花、一吹きの風、かすかな音楽、
害な感覚的効果を1つ作りだす。
✦ 1辺1フィートの立方体におさまる物体に、1時間までの間、色をつ
けたり、
きれいにしたり、汚したりする。
✦ ろうそく、松明、小さな焚き火などに即座に火をつける
（あるいは消す）
。
✦ 重さ1ポンドまでの生命を持たぬ物質を冷やしたり、
暖めたり、
匂い
をつけたりする。
✦ 1時間の間、物体の表面に小さな印をつける。
✦ 小さなアイテムや幻像を無から生じさせる。これは使用者の次の
ターンの終了時まで存在し続ける。
✦ 小さな手に持てる物体1つを使用者の次のターンの終了時まで不
可視状態にする。
この初級呪文によってつくられた物は決してダメージを与えず、武
器や道具として用いることはできず、他のクリーチャーの
アクションを妨げることもない。この初級呪文によって他のパワーと
同じ効果を生じさせることはできない。
特殊：使用者は同時に3つまでのプレスティディジテイションを
稼動させておくことができる。

バーニング・ハンズ

Burning Hands ／火炎双手
ウィザード／攻撃／ 1
君の両手から猛烈な炎が噴き出し、近くの敵たちを焼き尽くす。

［遭遇毎］
✦［装具］、［火］、［秘術］
標準アクション 近接範囲・噴射5
目標：噴射の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：1d20＋4対“反応”
ヒット：2d6＋4の［火］ダメージ。

一日毎パワー
アシッド・アロー

Acid Arrow ／酸の矢
ウィザード／攻撃／ 1
緑色に光る液体がゆらめく矢となって目標に飛来し、はじけて酸のしぶきを
撒き散らす。
［一日毎］
✦［酸］、［装具］、［秘術］
標準アクション 遠隔・20
1次目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋4対“反応”
ヒット：2d8＋4の［酸］ダメージと継続的［酸］ダメージ5（セーヴ・
終了）。2次攻撃を行なう。
2次目標：1次目標に隣接するクリーチャーすべて
攻撃：1d20＋4対“反応”
ヒット：1d8＋4の［酸］ダメージと継続的［酸］ダメージ5（セー
ヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ。1次目標に継続的［酸］ダメージ2（セーヴ・
終了）。2次攻撃は行なえない。

スリープ

Sleep ／睡眠
ウィザード／攻撃／ 1
君は敵たちに自らの意志の力を及ぼし、魔法的な疲労感で押し潰そうとする。
［一日毎］
✦［催眠］、［装具］、［秘術］
標準アクション 遠隔範囲・爆発2・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：1d20＋4対“意志”
ヒット：目標は減速状態となる（セーヴ・終了）。このパワーに
対する1回目のセーヴィング・スローに失敗した目標は気絶状
態となる（セーヴ・終了）。
ミス：目標は減速状態となる（セーヴ・終了）。

クラス特徴

呪文書：君は呪文書に追加の一日毎の呪文1つを記録している。大休
憩の後、君はその日に使用する一日毎の呪文を1つ選んで準備す
る。2レベルの時点で、君はさらに二つの汎用呪文を修得するが、
やはりその日に準備して使用できるのはどちらか一方である。
正確さのワンド（装具体得）：1つの遭遇毎に1回、フリー・アクションと
して、君は自分のワンドを用いた1体の目標に対する1回の攻撃
（訳注：つまり
［装具］のキーワードを持つパワー）
、その攻撃ロー
ルに＋2のボーナスを得る。

特技

《怒涛のアクション》：アクション・ポイントを費やして得た追加のアク
ションで行なう攻撃ロールすべてに＋3のボーナスを得る。
《イニシアチブ強化》：君はイニシアチブ判定に＋4のボーナスを得る
（すでに適応済み）。

装備品

防具：なし。
武器：クオータースタッフ、
ワンド。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：背負
い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）
、10日分
の保存食、50フィートの麻製ロープ、水袋。
呪文書
所持金：23gp

能力値
【筋】11
【耐】13
【敏】14

判定修正値
±0
＋1
＋2

技能（能力値）
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探険〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

能力値
【知】18
【判】12
【魅】10
習得済み

○
○
○

○
○

判定修正値
＋4
＋1
±0
判定修正値
±0
±0
＋2
＋2
＋1
±0
＋1
±0
＋6
＋9
＋1
＋6
＋1
＋2
±0
±9
＋9

クイックスタート・ルール

遭遇毎パワー

2レベル

2レベルになった時点で、君は以下のものを得る。
ヒット・ポイント：27に増加
回復力値：6に増加

重傷：13に増加

レベル修正値：君は偶数レベルになったので、君のレベルの半分を加え
るすべての値が増加する。
これにより、
攻撃ロール、
防御値
（アーマー・
クラスを含む）
、
イニシアチブ、
技能判定修正値が1ずつ増加する。
特技：《ヒューマンの忍耐力》：君はセーヴィング・スローに＋1のボー
ナスを得る。

エクスペディシャス・リトリート

Expeditious Retreat ／迅速退却
ウィザード／汎用／ 2
君がすみやかに戦場から退却する間、君の姿はぼやけてよく見えなくなる。
［一日毎］
✦［秘術］
移動アクション 使用者
効果：使用者は自分の移動速度の2倍までのシフトを行なう。

シールド

Shield ／盾
ウィザード／汎用／ 2
君が手を掲げると、突如秘術のエネルギーの盾が出現し、迫り来る攻撃
から君を守ってくれる。

［遭遇毎］
✦［秘術］、［力場］
即応・割込
使用者
トリガー：使用者に対する1回の攻撃がヒットする
効果：使用者の次のターンの終了時まで、使用者はACと反応防御
値に＋4のパワー・ボーナスを得る。

3レベル

3レベルになった時点で、君は以下のものを得る。
ヒット・ポイント：31に増加
回復力値：7に増加

重傷：15に増加

ファイアー・シュラウド

Fire Shroud ／炎の経帷子
ウィザード／攻撃／ 3
君のわずかな身振りで、近くの敵たちは炎に包まれる。
［遭遇毎］
✦［装具］、［火］、［秘術］
標準アクション 近接範囲・爆発3
目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：1d20＋5対“頑健”
ヒット：1d8＋4の［火］ダメージと継続的［火］ダメージ5（セーヴ・
終了）。
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ハーフエルフ・クレリック
名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性別＿＿＿＿＿＿＿
ハーフエルフである君の中で、 人間とエルフの血筋の最善の部分が組み
合わさっている。 君はカリスマ性と自信に満ちた生まれつきのリーダーだ。
クレリックとしての君は、祈りによって仲間たちを癒し、元気付ける。
ヒット・ポイント：26＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
重傷：13

回復力値：6

1日の回復力使用回数：9

イニシアチブ±0＿＿＿＿＿＿＿アクション・ポイント＿＿＿＿＿＿＿

防御値
AC
16

頑健
12

反応
10

攻撃

近接基礎攻撃：1d20＋3（メイス）
遠隔基礎攻撃：1d20＋2（クロスボウ）

意志
15

ダメージ：1d8＋1
ダメージ：1d8

種族的特徴

身長：5フィート11インチ（約180cm）
体重：160ポンド
（約70kg）
サイズ：中型
移動速度：5マス
視覚：夜目
言語：共通語、エルフ語、竜語 属性：秩序にして善
集団交渉術：君から10マス以内にいる君の味方は〈交渉〉判定に＋1
の種族ボーナスを得る。

無限回パワー
セイクリッド・フレイム

Sacred Flame ／聖なる炎
クレリック／攻撃／ 1
上空から聖なる光が降り注いだ。その輝きは1 人の敵を焼き焦がし、同時
に味方の1 人に恵みを与えた。
［無限回］
✦［光輝］、［信仰］、［装具］
標準アクション 遠隔・5
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋3対“反応”
ヒット：1d6＋3の［光輝］ダメージ。使用者の視界内にいる味方
1人は、（使用者の【魅力】修正値＋使用者のレベルの1/2）に等し
い一時的ヒット・ポイントを得るか、1回のセーヴィング・スロー
を行なう。

ランス・オヴ・フェイス

Lance of Faith ／信仰の槍
クレリック／攻撃／ 1
君は黄金色の輝きとともに眩い光のビームを放って敵を焼き焦がした。 目
標の体には細かな光がまとわりつき、君の味方の攻撃を導いた。

［無限回］
✦［光輝］、［信仰］、［装具］
標準アクション 遠隔・5
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋3対“反応”
ヒット：1d8＋3の［光輝］ダメージ。使用者の視界内にいる味方
1人は目標に対する次の攻撃ロールに＋2のパワー・ボーナスを
得る。
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遭遇毎パワー
ヒーリング・ストライク

Healing Strike ／治癒の打撃
クレリック／攻撃／ 1
信仰の輝きが君の武器に宿る。 君が敵を打ち据えると、君の神格は癒し
というかたちで君または君の味方にちょっとした祝福を授けてくれた。
［遭遇毎］
✦［光輝］、［信仰］、［治癒］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋3対AC
ヒット：2d8＋1の［光輝］ダメージ。目標は使用者の次のターン
の終了時までマークされた状態になる。さらに、使用者または
使用者から5マス以内にいる味方1人は1回ぶんの回復力を使用
することができる。このときの回復量は普段よりも3点多くなる。

ヒーリング・ワード

Healing Word ／治癒の言葉
クレリック／クラス特徴
君が手短な祈りの言葉をつぶやくと、信仰の光が目標を包みこみ、傷を癒
す助けとなった。

［遭遇毎］（特殊）
✦［信仰］、［治癒］
特殊：このパワーは1遭遇につき2回使用できるが、1ラウンドに
は1回しか使用できない。
マイナー・アクション 近接範囲・爆発5
目標：使用者または爆発の範囲内にいる味方1人
効果：目標は1回ぶんの回復力を使用する。回復するヒット・ポ
イントの量は通常よりも1d6＋3ポイント増加する。

チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・フォーチュン

Channel Divinity：Divine Fortune ／神性伝導：信仰の幸運
クレリック／クラス特徴
危機に瀕してなお、君の信仰は決して揺らぐことはなく、むしろ信仰によって
特別な祝福を授かった。

［遭遇毎］
✦［信仰］
フリー・アクション 使用者
効果：使用者は次に行なう1回の攻撃ロールまたはセーヴィング・
スローに＋1のボーナスを得る。ただし、ボーナスを得られるの
は使用者の次のターンの終了時までに行なわれたロールに限ら
れる。

チャネル・ディヴィニティ：ターン・アンデッド

Channel Divinity：Turn Undead ／神性伝導：アンデッド退散
クレリック／クラス特徴
君は敵なるアンデッドを焼き尽くし、押し戻し、
その場に釘付けにした。

［遭遇毎］
✦［光輝］、［信仰］、［装具］
標準アクション 近接範囲・爆発2
目標：爆発の範囲内のアンデッドすべて
攻撃：1d20＋3対“意志”
ヒット：1d10＋3の［光輝］ダメージ。使用者は目標を6マス押し
やる。目標は使用者の次のターンの終了時まで動けない状態と
なる。
ミス：半減ダメージ。目標は押しやられず、動けない状態にもな
らない。

Bolstering Strike ／賦活打撃
パラディン／攻撃／ 1
君は敵を容赦もためらいもなく攻撃し、君の正しさには信仰の活力という報
いが与えられる。
［遭遇毎］
✦［信仰］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋5対AC
ヒット：1d8＋3のダメージ。使用者は3ポイントの一時的ヒット・
ポイントを得る。

一日毎パワー
ビーコン・オヴ・ホープ

Beacon of Hope ／希望のともしび
クレリック／攻撃／ 1
信仰のエネルギーが爆発し、敵を傷つけ、味方を癒す。 輝かしいエネル
ギーは君の聖印の周りに消え残り、
この戦いが終わるまで君の癒しの力を
強めてくれる。
［一日毎］
✦［信仰］、［装具］、［治癒］
標準アクション 近接範囲・爆発3
目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：1d20＋3対“意志”
ヒット：目標は使用者の次のターンの終了時まで弱体化状態とな
る。
効果：使用者および爆発の範囲内にいた使用者の味方すべては8
ヒット・ポイントを回復する。この遭遇の終了時まで、使用者
の［治癒］パワーが回復するヒット・ポイントの量は＋5される。

クラス特徴

チャネル・ディヴィニティ：君はこれらの特殊な信仰パワーのうちどれ
か1つを1回の遭遇毎に1回使用できる。
癒し手の知恵：
［治癒］のキーワードを持つクレリックの祈祷によって治
癒を行なう場合、回復するヒット・ポイントの量が＋3される
（訳注：
この特徴の効果は他のパワーに適用ずみ）。
ヒーリング・ワード：1回の遭遇につき2回、マイナー・アクションとして、
ヒーリング・ワードのパワーを使用できる。

技能（能力値）
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探険〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

習得済み

○
○
○
○

判定修正値
＋3
＋1
±0
±0
＋5
＋5
＋2
＋3
＋3
＋5
＋3
＋3
＋8
±0
＋3
＋5
＋5

2レベル
2レベルになった時点で、君は以下のものを得る。
ヒット・ポイント：31に増加
回復力値：7に増加

重傷：15に増加

レベル修正値：君は偶数レベルになったので、君のレベルの半分を加
えるすべての値が増加する。これにより、攻撃ロール、防御値（アー
マー・クラスを含む）
、イニシアチブ、技能判定修正値が1ずつ増
加する。
特技：《集団看破》君から10マス以内にいる君の味方は、〈看破〉技能
判定とイニシアチブ判定に＋1の種族ボーナスを得る。

キュア・ライト・ウーンズ

Cure Light Wounds ／軽傷治療
クレリック／汎用／ 2
君は短い祈りの言葉を唱え、即座に傷を癒す力を得る。 君が一瞬だけ
負傷したクリーチャーに触れると、相手はほのかな銀色の光に包まれた。

特技

［一日毎］
✦［信仰］、［治癒］
標準アクション 近接・接触
目標：使用者またはクリーチャー 1体
効果：目標は1回ぶんの回復力を使用したかのようにヒット・ポ
イントを回復する。このときの回復量は普段よりも3点多くなる。

装備品

3レベル

《ヒューマンの忍耐力》：君はセーヴィング・スローに＋1のボーナスを
得る。

防具：チェイン・メイル。
武器：メイス、クロスボウ、クロスボウ・ボルト
（20）。君のクロスボウ
の射程は15 ／ 30である。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：背負
い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）
、10日分
の保存食、50フィートの麻製ロープ、水袋。
バハムートの聖印
所持金：10gp
能力値
【筋】13
【耐】14
【敏】11

判定修正値
＋1
＋2
±0

能力値
【知】10
【判】16
【魅】16

判定修正値
±0
＋3
＋3

クイックスタート・ルール

ボルスタリング・ストライク

3レベルになった時点で、君は以下のものを得る。
ヒット・ポイント：36に増加
回復力値：9に増加

重傷：18に増加

ドーンティング・ライト

Daunting Light ／威風の光
クレリック／攻撃／ 3
燃えるような光の柱が敵を包み込む。その輝きは敵の目を焼き、
しばらくのあ
いだ身の守りを妨げた。

［遭遇毎］
✦［光輝］、［信仰］、［装具］
標準アクション 遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋4対“反応”
ヒット：2d10＋3の［光輝］ダメージ。
効果：使用者の視界内の味方1人は、目標に対して使用者の次の
ターンの終了時まで戦術的優位を得る。
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ドラゴンボーン・パラディン
名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性別＿＿＿＿＿＿＿
ドラゴンボーンである君は、名誉と自己研鑽に人生を捧げている。 君は人
格高潔にして努力心旺盛であり、生まれながらの勇者である。 パラディンで
ある君は、生命と善の大義に身を捧げた信仰の戦士である。
ヒット・ポイント：27＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
重傷：13

回復力値：7

1日の回復力使用回数：11

イニシアチブ±0＿＿＿＿＿＿＿アクション・ポイント＿＿＿＿＿＿＿

防御値
AC
20

頑健
15

反応
13

意志
14

攻撃

近接基礎攻撃：1d20＋7（ロングソード） ダメージ：1d8＋4
遠隔基礎攻撃：1d20＋6（ジャヴェリン） ダメージ：1d6＋4

種族的特徴

身長：6フィート4インチ（約190cm）
体重：260ポンド
（約120kg）
サイズ：中型
移動速度：5マス
視覚：通常
言語：共通語、竜語 属性：秩序にして善
ドラゴンボーンの怒り：君が重傷である間、攻撃ロールに＋1の種族ボー
ナスを得る。

クラス特徴

チャネル・ディヴィニティ：君はこの特殊な信仰のパワーを1回の遭遇
につき1回使用できる。

無限回パワー
ヴァリアント・ストライク

Valiant Strike ／勇士の打撃
パラディン／攻撃／ 1
君は武器を掲げ、数的不利を自分の攻撃の力へと転じる。

［無限回］
✦［信仰］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋7＋（使用者に隣接している敵1体につき＋1）対AC
ヒット：1d8＋4ダメージ。

ホーリィ・ストライク

Holy Strike ／聖なる打撃
パラディン／攻撃／ 1
君が敵を自分の得物で打ちすえると、敵は聖なる炎に包まれて燃え上がる。

［無限回］
✦［光輝］、［信仰］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋7対AC
ヒット：1d8＋4の［光輝］ダメージ。使用者が目標をマークして
いるなら、ダメージ・ロールに＋1のボーナスを得る。
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ディヴァイン・チャレンジ

Divine Challenge ／信仰の標的
パラディン／クラス特徴
君は雄々しく近くの敵に立ち向かい、君の挑戦を無視する者を信仰の光
で焼き焦がす。
［無限回］
✦［光輝］、［信仰］
マイナー・アクション 近接範囲・爆発5
目標：爆発の範囲内にいるクリーチャー 1体
効果：使用者は目標を“マーク”する。目標がすでに他のクリー
チャーにマークされているなら、使用者の“マーク”の効果が
それを上書きし、既存の“マークされた状態”の効果は終了する。
使用者が別の目標にこのパワーを使用するか、使用者が目標と
交戦する（下記参照）のに失敗するまで、目標は“マークされた状
態”のままである。あるクリーチャーをマークできるのは常に
1人だけである。同じクリーチャーが別の相手から新たにマー
クされたなら、既存の“マークされた状態”の効果は終了する。
使用者にマークされている目標は、使用者を目標に含まない
攻撃の攻撃ロールに−2のペナルティを負う。また、使用者を
目標に含まない攻撃を行なうと、目標は6点の［光輝］ダメージを
受ける。このダメージは1ターンにつき1回しか発生しない。
使用者は自分のターン中、マークした目標と交戦するか、さも
なくば別の目標をマークしなければならない。目標と“交戦”
したとみなされるためには、使用者は目標に攻撃を行なうか、目
標に隣接した状態で自分のターンを終えねばならない。使
用者のターンの終了時にどちらの条件も満たされていない場合、
目標の“マークされた状態”は終了し、使用者は次の自分の
ターンにディヴァイン・チャレンジを使用することができなく
なる。
ディヴァイン・チャレンジは1ターンに1回だけ使用できる。

レイ・オン・ハンズ

Lay on Hands ／癒しの手
君の信仰心溢るる手は、瞬時に傷を癒す。

パラディン／クラス特徴

［無限回］（特殊）
✦［信仰］、［治癒］
特殊：このパワーは1日に1回だけ使用できる。
マイナー・アクション 近接・接触
目標：クリーチャー 1体
効果：使用者は1日の回復力使用回数を1回使用するが、使用者本
人のヒット・ポイントは回復しない。その代わり、目標は1回
ぶんの回復力を使用したかのようにヒット・ポイントを回復す
る。このときの回復量は普段よりも3点多くなる。このパワー
を使用するためには、使用者の1日の回復力使用回数が少なくと
も1回ぶん残っていなければならない。

遭遇毎パワー
レイディアント・スマイト

Radiant Smite ／光輝なる一撃
パラディン／攻撃／ 1
君の武器は真珠のような輝きを放ち、敵たちはその純粋な光に縮こまる。
デーモンやアンデッドといった超自然的な悪には特に効果大である。

［遭遇毎］
✦［光輝］、［信仰］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋7対AC
ヒット：2d8＋5の［光輝］ダメージ。

Dragon Breath ／竜の吐息
ドラゴンボーン／種族パワー
君が雄叫びと共に口を大きく開くと、竜の血脈による恐るべき力が口からふ
き出して敵たちを飲み込む。

［遭遇毎］
✦［酸］、［電撃］、［毒］、［火］、または［冷気］
マイナー・アクション 近接範囲・噴射3
目標：噴射の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：1d20＋4対“反応”
ヒット：1d6＋1の選んだ種別のダメージ。
特殊：ゲーム開始時に、いずれか1つのダメージ種別を選ぶ。この
選択を後から変更することはできない。

チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・ストレンクス

Channel Divinity：Divine Strength ／神性伝導：信仰の力
パラディン／クラス特徴
君は己が神格に、敵を打ち倒す信仰の力を懇請する。

［遭遇毎］
✦［信仰］
マイナー・アクション 使用者
効果：使用者がこのターンに行なう次の1回の攻撃は、使用者の【筋
力】修正値（＋4）に等しい追加ダメージを与える。

チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・メトル

Channel Divinity：Divine Mettle ／神性伝導：信仰の奮起
パラディン／クラス特徴
君の、己が神格への揺るぎなき信仰心が、近くのクリーチャーに己を苛む
苦難に抵抗する力を与える。

［遭遇毎］
✦［信仰］
マイナー・アクション 近接範囲・爆発10
目標：爆発の範囲内にいるクリーチャー 1体
効果：目標は＋3のボーナスを得て1回のセーヴィング・スローを
行なう。

一日毎パワー
パラディンズ・ジャッジメント

Paladin’s Judgment ／パラディンの裁き パラディン／攻撃／ 1
君の近接攻撃は、敵には罰を、味方には癒しを与える。

［一日毎］
✦［信仰］、［治癒］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋7対AC
ヒット：3d8＋4ダメージ。使用者から5マス以内にいる味方1人
は1回ぶんの回復力を使用できる。
ミス：使用者から5マス以内にいる味方1人は1回ぶんの回復力を
使用できる。

特技

《癒しの手》：君がレイ・オン・ハンズのパワーを使用した際、目標が
回復するヒット・ポイントの量は君の【魅力】修正値に等しい値だ
け増加する
（すでに適用済み）。

装備品

防具：プレート・アーマー、へヴィ・シールド
武器：ロングソード、ジャヴェリン（3）。君のジャヴェリンの射程は10
／ 20である。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：背負
い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）
、10日分
の保存食、50フィートの麻製ロープ、水袋。
バハムートの聖印
所持金：5gp

能力値
【筋】18
【耐】12
【敏】10

判定修正値
＋4
＋1
±0

技能（能力値）
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探険〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

能力値
【知】11
【判】13
【魅】16
習得済み
○

○
○
○

判定修正値
±0
＋1
＋3
判定修正値
＋10
±0
−4
−4
＋1
＋3
＋2
＋3
＋1
＋5
＋1
＋1
＋6
−4
＋3
±0
＋2

クイックスタート・ルール

ドラゴン・ブレス

2レベル
2レベルになった時点で、君は以下のものを得る。
ヒット・ポイント：33に増加
回復力値：9に増加

重傷：16に増加

レベル修正値：君は偶数レベルになったので、君のレベルの半分を加
えるすべての値が増加する。これにより、攻撃ロール、防御値（アー
マー・クラスを含む）
、イニシアチブ、技能判定修正値が1ずつ増
加する。
特技：《ドラゴン・ブレス範囲拡大》：君がドラゴン・ブレスを使用し
た際、効果範囲は“噴射3”でなく“噴射5”になる。

マーターズ・ブレッシング

Martyr’s Blessing ／殉教者の祝福
パラディン／汎用／ 2
隣接する仲間が攻撃を受けるとき、君はこれをかばって身を投げ出す。

［一日毎］
✦［信仰］
即応・割込 近接範囲・爆発1
トリガー：隣接する味方1人に対する1回の近接または遠隔攻撃が
ヒットする
効果：その攻撃は味方ではなく使用者にヒットする。

3レベル
3レベルになった時点で、君は以下のものを得る。
ヒット・ポイント：39に増加
回復力値：10に増加

重傷：19に増加

スタガリング・スマイト

Staggering Smite ／よろめかす一撃
パラディン／攻撃／ 3
君は武器の強烈な一撃によって敵を突き飛ばす。

［遭遇毎］
✦［信仰］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋8対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ。使用者は目標を1マス押しやる。
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ティーフリング・ウォーロード
名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性別＿＿＿＿＿＿＿
ティーフリングのウォーロードとして、君は堕ちた祖国ベイル・トゥラスの伝統
的な戦術に誇りを持っている。 君は兵士にしてリーダーであり、 君の仲間た
ちは助言と援助を求めて君を振り仰ぐ。
ヒット・ポイント：24＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
重傷：12

回復力値：6

1日の回復力使用回数：8

イニシアチブ＋2＿＿＿＿＿＿＿アクション・ポイント＿＿＿＿＿＿＿

防御値
AC
18

頑健
14

反応
15

意志
12

攻撃

近接基礎攻撃：1d20＋6（ロングソード） ダメージ：1d8＋3
遠隔基礎攻撃：1d20＋2（クロスボウ） ダメージ：1d8

種族的特徴

身長：6フィート0インチ（約180cm）
体重：240ポンド
（約108kg）
サイズ：中型
移動速度：6マス
視覚：夜目
言語：共通語、
ゴブリン語
属性：善
手負い狩り：重傷の敵に対する攻撃ロールに＋1の種族ボーナスを得
る。
［火］に対する抵抗：君は［火］に対する抵抗5を持つ。（2レベルの時
点で“［火］に対する抵抗6”となる）

クラス特徴

戦闘指揮官：君自身および君から10マス以内にいて君の姿を見、声を
聞くことができるすべての味方は、イニシアチブ判定に＋2のパ
ワー・ボーナスを得る。（すでに本人の分については計算済み）
戦術の威風：君から見える味方1人が追加のアクションを得るためにア
クション・ポイントを使用した際、その味方はその追加のアクショ
ンにおける攻撃ロールに＋2のボーナスを得る。

無限回パワー
ヴァイパーズ・ストライク

Viper's Strike ／毒蛇の打撃
ウォーロード／攻撃／ 1
君は敵を罠にはめ、戦術的失敗を犯させて、戦友に攻撃の機会を与える。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋6対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ。
効果：目標が使用者の次のターンの開始時までにシフトを行なっ
たなら、目標は使用者が選んだ味方1人から機会攻撃を誘発する。
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ウルフ・パック・タクティクス

Wolf Pack Tactics ／群狼戦術
ウォーロード／攻撃／ 1
一歩、
また一歩、君と仲間たちの包囲の輪は狭まる。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
特殊：使用者が攻撃を行なう前に、味方1人にフリー・アクション
として1マスのシフトを行なわせることができる。
その味方は使用者か目標のいずれかに隣接していなければなら
ない。
攻撃：1d20＋6対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ。

遭遇毎パワー
インファーナル・ラス

Infernal Wrath ／地獄の怒り
ティーフリング／種族パワー
君は自分の激しやすい性質を駆り立てることによって敵を傷つける可能性
を増大させる。
［遭遇毎］
マイナー・アクション 使用者
効果：使用者は己が怒りを解き放ち、自分の1つ前のターン以降に
自分に攻撃をヒットさせた1体の敵に対する次の1回の攻撃ロー
ルに＋1のパワー・ボーナスを得る。この攻撃がヒットし、ダメー
ジを与えるなら、さらに＋1の追加ダメージを与える。

リーフ・オン・ザ・ウィンド

Leaf on the Wind ／風に舞う一葉
ウォーロード／攻撃／ 1
秋風に舞い上がる木の葉のごとく、君の敵は戦いの流れにもてあそばれる。
君の強烈な攻撃によって敵は自分の場所を譲らざるを得なくなる。

［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋6対AC
ヒット：2d8＋3ダメージ。使用者または、目標に隣接する味方1
人は、目標と位置を入れ替える。

インスパイアリング・ワード

Inspiring Word ／鼓舞の言葉
ウォーロード／クラス特徴
君は傷ついた味方に声をかけ、勇気と決意を鼓舞する言葉によって傷を
癒す手伝いをする。

［遭遇毎］
✦［治癒］、［武勇］
特殊：このパワーは1回の遭遇につき2回使用できるが、1ラウン
ドには1回しか使用できない。
マイナー・アクション 近接範囲・爆発5
目標：使用者または爆発の範囲内にいる味方1人
効果：目標は1回ぶんの回復力を消費して通常よりも1d6ポイン
ト多くヒット・ポイントを回復することができる。

2レベル

リード・ジ・アタック

2レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

Lead the Attack ／攻撃命令
ウォーロード／攻撃／ 1
君の指示の下、矢は標的を貫き、刃は一段と深く食い込む。

［一日毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋6対AC
ヒット：3d8＋3ダメージ。この遭遇の終了時まで、使用者および
使用者から5マス以内にいるすべての味方は目標に対する攻撃
ロールに＋5のパワー・ボーナスを得る。
ミス：この遭遇の終了時まで、使用者および使用者から5マス以内
にいるすべての味方は目標に対する攻撃ロールに＋1のパワー・
ボーナスを得る。

重傷：14に増加

レベル修正値：君は偶数レベルになったので、君のレベルの半分を加
えるすべての値が増加する。これにより、攻撃ロール、防御値（アー
マー・クラスを含む）
、イニシアチブ、技能判定修正値が1ずつ増
加する。
特技：《秘術の参入者》：
〈魔法学〉技能が“修得済み”となる
（〈魔法学〉
に＋5を加えること）。
君はスコーチング・バーストを遭遇毎のパワーとして使用するこ
とができる。

スコーチング・バースト

特技

《強襲戦術》
：君を見ることのできる見方が攻撃を行なうためにアクショ
ン・ポイントを消費する際、その攻撃のダメージ・ロールは、＋4
ボーナスを得る。

装備品

防具：ハイド・アーマー、
ライト・シールド
武器：ロングソード、クロスボウ、クロスボウ・ボルト
（20）。クロスボウ
の射程は15 ／ 30である。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：背負
い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）
、10日分
の保存食、50フィートの麻製ロープ、水袋。
所持金：9gp
能力値
【筋】16
【耐】12
【敏】10

ヒット・ポイント：29に増加
回復力値：7に増加

クイックスタート・ルール

一日毎パワー

判定修正値
＋3
＋1
±0

技能（能力値）
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探険〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

能力値
【知】18
【判】10
【魅】12
習得済み
○
○

○

○

判定修正値
＋4
±0
＋1
判定修正値
＋6
＋7
＋1
－1
±0
＋6
±0
＋1
±0
＋4
±0
±0
±0
－1
＋3
＋4
＋9

Scorching Burst ／灼熱の爆発
ウィザード／攻撃／ 1
金色の炎が垂直な火柱となり、中のものすべてを焼き尽くす。

［遭遇毎］
✦［装具］、［火］、［秘術］
標準アクション 遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：1d20＋4対“反応”
ヒット：1d6＋4の［火］ダメージ。

エイド・ジ・インジャード

Aid the Injured ／負傷者救援
ウォーロード／汎用／ 2
君はただ存在するだけで勇気と安心感とを与える。

［遭遇毎］
✦［回復］、［武勇］
標準アクション 近接・接触
目標：使用者または隣接する味方1人
効果：目標は1回ぶんの回復力を消費できる。

3レベル
3レベルになった時点で、君は以下のものを得る。
ヒット・ポイント：34に増加
回復力値：8に増加

重傷：17に増加

スチール・モンスーン

Steel Monsoon ／鉄風怒涛
ウォーロード／攻撃／ 3
君は戦いの真っ只中に躍りこみ、荒々しく武器を振り回す――しかし、君
の移動は計算しつくされたものであり、敵を混乱させつつ味方には有利な
位置に陣取る機会を与えるものである。
［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：1d20＋7対AC
ヒット：2d8＋3ダメージ。使用者から5マス以内にいる味方4人
は1マスのシフトを行なうことができる。
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