
はじめに

アンダーダークの水底から現れた半魚人族クオトアがド

ワーフの地下都市を水攻めにしている。街を救うには、敵に

奪われた地底ダムを奪還するしかない。地下都市の運命は勇

気ある冒険者たちの手に委ねられた。彼らはドワーフの都を

救うことができるだろうか？

このアドベンチャーは D&D 第 3 版用シナリオ集『セブン・テイ

ルズ・オブ・アドベンチャー～ Seven Tales of Adventures ～』に

収録されていた『危険水域』を D&D 第 4 版用にリメイクしたもの

である。

リメイクにあたり英雄級でも伝説級でも遊べるように、両方の

レベル帯に対応したデータを掲載した。技能判定の難易度などで「英

15 ／伝 20」などと表記してある場合、英雄級でプレイしている場

合（レベル 1 ～ 10）は難易度 15、伝説級（レベル 11 ～ 20）で

プレイしている場合は難易度 20 であることを意味している。英雄

級とも伝説級とも表記されていない場合、難易度はどちらの級でプ

レイする場合でも同じ値を使用する。モンスターのデータは巻末に

まとめて掲載した。プレイする級に合わせて使用すること。

『危険水域』では “ 勝利ポイント ” という特別ルールを使用する。

勝利ポイントはアドベンチャーの開始時に 0 点で始まり、遭遇や

技能チャレンジなどの成否に応じて増減する。遭遇がすべて終了し

た時点での最終的な勝利ポイントの値によって、エンディングが変

化する。DM はアドベンチャー中に勝利ポイントの値をプレイヤー

に教えてはならないが、素速く的確に作戦を遂行するほどアイゼン

ブルク軍の被害を少なくすることができることをプレイヤーにしっ

かり伝えておくべきだろう。

このアドベンチャーをプレイするには、D&D 第 4 版の『プレイ
ヤーズ・ハンドブック』が必要だ。プレイに必要なゲームデータは
すべてアドベンチャー中に記載されているが、他の基本ルールを用
意しておけばプレイの幅が一層広がることだろう。

このアドベンチャーでは背景設定的にドワーフの PC が活躍でき
る機会が多い。任務が成功すれば、そのキャラクターは氏族の英雄
になれるだろう！

アイゼンブルクは冠山脈の地下深くに築かれたドワーフの地下
都市である。3,000 年もの昔にモラディンの神託により始祖バルド
が築いた壮麗な地下都市は、鉄や金、銀、アダマンティン、ミスラ
ルといった、およそドワーフが必要とするあらゆる鉱物資源に恵ま
れた理想郷であった。しかし、3,000 年に渡る採掘はさしもの大鉱
脈をも枯渇させてしまった。ドワーフの多くは新天地を求めて都を
去り、現在の人口は最盛期の 1/5 にも満たない。

とはいえ、アイゼンブルクには現在では失われた古代の技によっ
て作られた宝物や建物、そして腕利きの職人たちが数多く残ってい
る。ここから派生した氏族のドワーフたちは、年老いるとアイゼン
ブルクに隠居して各地から訪れる若者たちの指導にあたり、死して
後は父祖の眠る “ 死者の館 ” に葬られるのが、ここ数百年のならわ
しとなっていた。

アイゼンブルクの衰退は、アンダーダークの脅威に対抗する力
の衰退をも意味した。もはやアイゼンブルクのドワーフは、広大な
廃坑を守りきるだけの兵力を維持することができなくなっていたの
だ。彼らは廃坑を水没させ、コボルドやゴブリン、ドラウのような
敵対種族が利用できなくすることで都の守りとする道を選んだ。

だが、それは別の古き敵を招き寄せることになってしまった。
かつて始祖バルドがアンダーダークの奥底へ追放した、古の邪悪な
水棲種族クオトアが 3,000 年の時を越え復讐戦を挑んできたのだ。

クオトアは水没した廃坑を伝わってアイゼンブルクへ奇襲をし
かけた。数千匹のクオトアはドワーフ軍を圧倒するが、都を護る古
代のアーティファクト “ モラディンの護り ” の力のために都に攻め
込むことはできなかった。ドワーフたちは、都に籠城すれば同族
たちが救援に駆け付けるまで持ちこたえられると考えていた。しか
し、アイゼンブルクへの攻撃はドワーフたちを都に閉じこめて一網
打尽にする作戦の第一歩に過ぎなかった。クオトアの真の狙いは、
都周辺の水の流れをコントロールしている地底湖のダムを攻略し、
その水をアイゼンブルクに流し込んで水没させることだったのであ
る。地上へ続く通路はすべてクオトアに封鎖されるか水没させられ
た。“ モラディンの護り ” の展開する魔法障壁ゆえにリンクト・ポー
タルの儀式などによる瞬間移動で脱出することもできなくなってい
る。もはや住民たちに脱出の手段は残されていなかった。

このままでは全滅を待つだけと悟ったドワーフ王ベオル I 世は、
全軍をあげてダムを攻撃すると見せかけてクオトア軍をおびき出
し、その隙に小人数の精鋭部隊を密かに潜入させて、ダムの放水を
止めさせる作戦を立案した。PC たちは、この精鋭部隊の隊員とし
て選ばれた勇者たちである。
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ゲームの準備

冒険の背景
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遠い昔、冠山脈の地底はブブリク族を名乗るクオトアが支配し
ていた。3,000 年前にドワーフとの戦いに敗れてアンダーダークの
奥底に追放されてしまった彼らは、暗闇の中で力を蓄えながら虎視
眈々と復讐の機会を狙っていた。だが、ドワーフの都に張り巡らさ
れた防御魔法を破ることができず、これまで有効な戦略を見出すこ
とができなかった。

好機は意外な形でやってきた。廃坑に住み着くゴブリンやコボ
ルドに手を焼いたドワーフたちは、そこに水を流し込んで水没させ
たのだ。ドワーフは平穏を得たが、これによってクオトアはアイゼ
ンブルク周辺を自由に動き回れるようになったのである。

それだけではない。クオトアの大族長トアトアは、この水攻め
作戦が他ならぬドワーフたち自身にも効果的であることに気付いて
しまった。彼は配下のクオトアたちにアイゼンブルク周辺の水路と
いう水路、地下道という地下道を調査するよう命じ、ゆっくりと着
実に戦争の準備を整えて行った。

そして 1 週間前、大族長トアトアは作戦を決行に移した。予想
通り、ドワーフたちは魔法の結界に籠もって、外界に住む同族の援
軍を待つ構えを見せた。トアトアはすかさず配下の精鋭部隊を孤立
したダム施設の制圧に向かわせた。精鋭部隊は入念に準備した特殊
な儀式（自由に水中を移動したり、蜘蛛のように壁を登ったり、属
性が “ 無属性 ” であるかのように装ったりするものなど）を用いて
放水路の激流を遡り、ダムの貯水池の方から奇襲をしかけた。たっ
た 20 人の警備兵しかいなかった施設はなすすべもなく陥落させら
れてしまった。施設を制圧したクオトアは地下水路の流れを変え、
ダムの水がすべてアイゼンブルクの都に流れ込むように仕向けた。

地上に出るための通路をすべて水没させた今、ドワーフは袋の
鼠となった。数日のうちにアイゼンブルクは水没し、冠山脈のドワー
フ王国は滅亡するだろう。

しかし――トアトアの心は晴れなかった。ブブリク族は復讐を
求めていた。ドワーフの心臓を槍で貫き、その肉を喰らい、命乞い
する捕虜たちを偉大なるダゴンの生贄に捧げる。それが彼らの夢見
ていた復讐だった。確実な勝利のためとはいえ、目に見えぬところ
でドワーフが溺れ死ぬのを待つという作戦は、彼らの復讐心を満た
してはくれなかった。トアトアは、自暴自棄になったドワーフ王が
最後の攻撃に出てはこぬものかと心の底から願っていた。

PC たちはクオトアが襲撃してきた時、何らかの理由でアイゼン
ブルクに滞在していた。彼らはクオトア軍の封鎖作戦のために脱出
の機会を失い、もはや座して運命を受け入れるか、1 匹でも多くの
敵を道連れにして討ち死にするしかないという状況に追い込まれて
いる。

最初の襲撃から 7 日が経過した頃、PC たちはドワーフ王ベオル
I 世に召し出されて王宮に集まった。ベオルは PC たちにダム施設
奪還作戦を説明し、特殊部隊の一員として作戦に参加して欲しいと
要請する。現在アイゼンブルクにいる者の中で、PC たち以上の適
任はいない。PC よりレベルの高い者は、ベオル王やハレス将軍も
含めていつ寿命を迎えてもおかしくない老人ばかりで、彼らには軍
を指揮する役目がある。旧き都を守護する精鋭部隊 “ 銀髭兵団 ” は、
戦闘力の面では申しぶんないのだが、潜入工作には不慣れなのだ

（ゲーム的に言ってしまえば、ほとんどの者は〈持久力〉と〈地下
探険〉しか技能を持っておらず、戦闘力にしても同レベルの PC に
およぶものではない）。

ベ オ ル は 成 功 報 酬 と し て PC1 人 に つ き、 英 雄 級 で は 現 金
2000gp または 7 レベル以下の魔法のアイテム（合計金額 3,000gp
まで）、伝説級では現金 50,000gp または 17 レベル以下の魔法の
アイテム（合計金額 80,000gp まで）の提供を約束する。アイテム
をもらった方が金額面ではかなり得である。戦後の復興資金のこと
を考えた場合、金貨を支払うよりは王家の宝物庫の収蔵品から好き
なものを選んでもらった方が、彼らにとっても都合が良いというわ
けだ。

また、ベオル王は本作戦中の私掠権（ドワーフの領土内で敵か
ら奪った戦利品を自分の財産にして良い、というお墨付き）も認め
る。ただし、ダムを維持管理するためのアイテム（バルドの秘石）
は返却しなければならない。

PC たちが協力に同意したら（しなければドワーフと一緒に全滅
するだけだが）、ベオルはダム施設の地図を PC たちに渡し、次の
ような指示を与える：

「諸君には、モグラ型の魔法機械 “ モールキャスト 8 号 ” に

乗ってダムに侵入してもらいたい。モールキャスト 8 号はモ

グラの姿をした掘削作業用の古代機械でな、どんな堅い岩盤

でも掘り抜いて移動することができる。非常に高価な錬金術

的薬品を燃料にするので長らく使っていなかったのじゃが、

今回の任務のために急遽薬品を作成し、どうにか数時間動か

せるだけの燃料を確保した。

モールキャスト 8 号はある程度の知能があり、ダムの場所

を記憶しておる。君たちが乗れば自動的に現地へ連れて行っ

てくれるだろう。5 人（または PC の人数）しか乗れないのが

玉に瑕じゃがな。

ダム施設に侵入したら、敵を掃討しつつ倉庫（遭遇 3）に

向かってもらいたい。そこには “ モラディンの天秤 ” と呼ばれ

るモラディン神の御心を宿した金庫があり、その中に “ バルド

の秘石 ” という魔法の宝石が入っているはずなのじゃ。バルド

の秘石はダム施設の維持管理と防衛のために作られた魔法の

アイテムで、所持者が念じるだけでダム内の施設を瞬時に修

復できる。

秘石はダム施設防衛隊の高級将校だけが持つことを許され

ておるのだが、邪な心の持ち主（悪属性のクリーチャー）の

手に渡ると消え失せ、倉庫内の金庫に収納されてしまうので、

警備隊が全滅したのであれば、間違いなく秘石は金庫に戻っ

ているじゃろう。

金庫を開けて秘石を取り出すには、“ モラディンの天秤 ” が

課す試練に合格しなければならないが、残念ながら試練の内

容は決して口外してはならないことになっており、伝わって

いない。じゃが、諸君であれば必ずや神の試練を乗り越える

ことができるであろう。

バルドの秘石を入手したら、船着き場（遭遇 5）とダムの

両端（遭遇 6）にある 9 つのバルブを閉めてもらいたい。バ

ルブはそれぞれが 1 つの給水管と連動しており、閉めると貯

水池に注いでいる滝が 1 つ消える。ダムの排水量が減れば、

ドワーフ軍が戦っている場所の水位が下がり、多少なりとも

戦況を有利にすることができるだろう。

最後に、ダムの放水施設（遭遇 6）へ行き、残りのバルブ

を閉めるとともに、ダム上部の通路に刻まれたルーンを修復

して欲しい。このルーンはダムが放出する水を、天界山セレ

スティアの湧き水のごとく清浄なものに変える力がある。か

敵側から見た背景
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くも清浄な水にクオトアが長時間耐えられるとは思えぬから、

恐らくルーンは破壊されてしまっているじゃろう。これを修

復すれば貯水池の底に潜んでいるクオトアどもを一掃できる

かも知れん。

プラットフォームにある 3 つのバルブは貯水池への給水管

ではなく、ダムの放水量を制御するためのものじゃ。これを

すべて閉めれば、放水を完全に止めることができる。

説明は以上じゃ。アイゼンブルクの命運は諸君の双肩にか

かっている。諸君にモラディンの祝福のあらんことを！」

以上が作戦開始前の説明である。
作戦に必要な装備品は、『プレイヤーズ・ハンドブック』第７章 

装備品にあるものならば無料で提供してくれる。また、アイテムを
購入したい場合、PC のレベル＋ 3 以下のアイテムを基本市価で購
入できる。また、回復用のポーション（英雄級ではポーション・オヴ・
ヒーリング、伝説級ではポーション・オヴ・ヴァイタリティ）は市
価の 2 割引で購入できる。

“鉄の都”アイゼンブルク
アイゼンブルクは古のドワーフが技巧の粋を尽くして築き上げ

た雄渾な地下都市である。しかし資源の枯渇によって住民が激減

し、往時の賑わいはすでにない。

人口：約 4,800。約 3 万人が居住可能だが、市街の大部分が無

人になっている。現在の住民は 9 割がドワーフであり、その大

半は引退して氏族の故郷で余生を送る老人である。彼らから技

を学ぼうとするドワーフの若者や、古代の文献を求めて訪れる

異種族の学者、魔法の品や工芸品を買い付ける交易商人なども

住んでいる。

政治体制：アイゼンブルクは代々、複数の氏族を束ねる王によ

り統治されている。王は血統や氏族の勢力でなく、都を守護す

る護符型のアーティファクト “ モラディンの護り ” に担い手と

して選ばれた者が王位につく。王が崩御すると、護符は次代の

王に相応しき者の首に現れる。護符に選ばれた者は年齢、性別、

出自を問わずアイゼンブルクの王として認められる。現在の統

治者は第 42 代ドワーフ王、ベオルⅠ世。彼はモラディンに仕

えるパラディンである。行政長官は “ 親方 ” ブラン。彼は職人

ギルドの長でもある。

防衛力：モラディン神殿の聖戦士団 “ 銀髭兵団 ”300 名が常駐。

指揮官は “ 鉄の手 ” ハレス将軍。住民の大部分は軍務ないし冒

険者稼業の経験を持ち、士気練度ともに高いが、老人ばかりで

ある。都は全域が “ モラディンの護り ” が発生させる魔法障壁

で守られており、［瞬間移動］のパワーや儀式が機能せず、ポー

タルも存在しない。

宿屋：銀髭館；北竜館；四万の戦鎚亭。宿に宿泊するのは主に

短期滞在の商人や旅人である。長期滞在する場合は借家の方が

安価。借家は宿屋か酒場でも斡旋している。

酒場：石根亭；長髭屋；金葡萄亭。いずれもどんな偏屈ドワー

フも満足させる上質なビールとエールが自慢の創業千年以上の

老舗。閑散とした古都の中で、ここだけはいつも盛況である。

寺院：真銀大聖堂（モラディンとドワーフのパンテオン）、“ 石

の根 ” を祀る原始の祠。大聖堂は老ガリックというモラディン

のクレリックと 20 人の神官が維持している。

最初にクオトアの襲撃があったのはアドベンチャー開始の 7 日
前、ダムが奪取されたのは 6 日前、水攻めが始まったのは 4 日前
である。あと 2 日でアイゼンブルクは完全に水没し、ドワーフは
全滅してしまう。

ドワーフ軍は PC がダムに到着する頃合いを見計らって戦端を開
き、ダム周辺からクオトア軍を引き離そうとする。ドワーフ軍は腰
まで水に浸かった状態で戦わねばならないため、非常に不利な状況
での戦いを強いられる。ドワーフ軍は総勢 4,000 名だが、PC たち
が任務を達成できなければ開戦から 12 時間ほどでベオル王を含め
た全員が討ち死にしてしまう。14 時間後にはクオトア軍が王の首
級とともに凱旋してくる。

時間経過は勝利ポイントの計算にも関わってくるので、DM は時
間の経過をしっかり記録しておくこと。

1 回の遭遇は、記録の便宜上、5 分間かかるものとカウントする。
これには実際の戦闘以外にも、部屋や倒した敵の死体を調べたりす
る時間を含んでいる（面倒でなければ DM は時間経過をラウンド
単位で管理することにしても良い）。戦闘後の小休憩（5 分）を含
めると、1 回の戦闘遭遇で 10 分間が経過することになる。

特に明記されていない限り、施設の壁、床、天井は、厚さ 5 フィー
トの魔法処理された石材でできており、さらに防御結界が張られて
いる。パス・ウォールなどの儀式が作用せず、［瞬間移動］によっ
て壁を越えて移動することもできない。この防御結界は水路や矢狭
間、開いた扉のような開口部にも働いている。エラドリンのフェイ・
ステップなどを使用して壁や戸口を通り抜けようとした場合、その
キャラクターは壁や戸口の手前のマスに出現させられてしまう。

特に明記されていない限り、天井までの高さは 10 フィートであ
る。

扉は非常にぶ厚いアダマンティン製で、開閉には（1 回のマイ
ナー・アクションでなく）1 回の標準アクションと 1 回の移動アク
ションが必要である。もっと素速く開閉したい場合は【筋力】判定
に成功する必要がある。判定の結果が（英 12 ／伝 18）以上なら
ば標準アクションで、（英 17 ／伝 23）以上ならばマイナー・アクショ
ンで開閉できたことになる。

扉は自動的に閉じてしまうことはない。最初のいくつかの遭遇
において、プレイヤーにそれぞれの扉を開けたままにしておくかど
うかを確認すること。これによって敵の増援を遅らせたり、逆に
PC たちの撤退が遅れて追い詰められたりする可能性がある。

施設はダムの放水による騒音を遮断する防音構造になっている
ため、壁と扉を通して聞き耳する際の〈知覚〉判定は、難易度が＋
10 される（面倒なら DM は敵の聴覚に基づく〈知覚〉判定が必ず
失敗することにしてもいい）。これは扉を開く前に向こう側の様子
が探りにくいというデメリットの一方で、戦闘の物音で敵の増援が
やってくる可能性が低くなるというメリットもある。

ダム施設の特性については、事前に PC たちに説明しておいても
構わない。

　準備はできたかな？　では、冒険に出発しよう！

時系列と時間の記録

ダム施設
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遭遇 1：警備員宿舎

遭遇レベル 英4（900XP）／伝14（5,200XP）
セットアップ
クオトアの邪槍兵（邪）	 1 体

クオトアの衛兵（衛）	 8 体

PC の準備が整ったら、以下を読み上げる：

君たちはアイゼンブルクのドワーフたちに見送られつつ、

モールキャスト 8 号に乗り込んだ。出発して数時間、君たち

は鋭い鉤爪とドリルが岩盤を切り裂く音だけが響く真っ暗な

乗員室で到着の時を待っている。

やがて、「まもなく到着します」という無機質な声が到着の

時を告げる。君たちが戦闘準備を整えるや、ボコッという音

と衝撃とともにモールキャスト 8 号のドリルがダム施設の壁

を突き破った。機械モグラの “ 目 ” から放たれる光に照らし出

されたのは、上質な石組みで造られた 30 × 40 フィートほど

の大きさの部屋。そして――クオトアの大群だ！ 　モールキャ

ストは壁を貫いた勢いのままに突撃して数匹のクオトアをド

リルと爪とでバラバラに引き裂き、その巨体で押し潰す。「御

武運を」最後にそう一言告げてモグラ型の古代機械は機能を

停止した。それと同時に機体側面のハッチが開き、魚の腐っ

たような耐え難い悪臭が機内に流れ込んでくる。

DM はまずモンスターを配置した後、プレイヤーに自分のキャラ

クターのミニチュアを、モールキャスト 8 号から 2 マス以内の好

きなマスに配置させること。

さらに、深淵語のわかる PC がいるなら以下を読み上げる：

クオトアたちは突然の襲撃に慌てふためき、「敵だ！　敵

だ！」とわめきちらして右往左往している。その中でただ 1

人だけ、ロングスピアを持った大柄なクオトアが「逃げるな！

　戦え！　大族長と “ 触手の王 ” のために！」と叫ぶ。すると

クオトアは皆口々に「大族長のために！」｢触手の王のために！

｣ と唱和し、戦意を取り戻して襲いかかってきた。

深淵語のわかる PC がいない場合は以下を読み上げる：

クオトアはパニックに陥っているようで、ゲコゲコと耳障

りな声を上げて逃げ惑っている。ところが大柄なクオトアが

何事か叫んだと思うと、すぐさま戦意を取り戻して襲いかかっ

てきた。

戦術
PC たちの配置がすむと、クオトアたちは動揺から醒め、侵入者

を排除しようとする。通常通りイニシアチブをロールして戦闘を開

始すること。“ クオトアの衛兵 ” は闇雲に手近な敵に突撃する。“ ク

オトアの邪槍兵 ” はできるだけ多くの PC を巻き込むようにフィー

ンディッシュ・スピア・スウィープを使用する。

2 ラウンド目の開始時に、（衛兵がまだ全滅していなければ）邪

槍兵は深淵語で「警報を鳴らせ！」と叫ぶ。それに応じて、その時

点で PC と隣接していない衛兵全員（いなければ生き残っている者

のうち扉に近い者 2 体）が、自分のイニシアチブ順に扉へ向かっ

て移動し、扉を開けて、できる限り速やかにＴ字路の壁（地図上の

A の位置）にある警報を鳴らそうとする。警報については後述の『警

報』を参照。

この遭遇はダンジョン突入のシーンを盛り上げるための、いわ

ば景気づけである。あまり細かな戦術を考えずにどんどんクオトア

を突撃させて、PC たちにバッタバッタと薙ぎ倒させてやろう。

警報
部屋を出てすぐのＴ字路には警報の罠がある。PC たちが扉から

部屋を出る時に、以下を読み上げること：

扉を開けると、不気味な赤い光が部屋に差し込んでくる。ここ

は幅 10 フィートの長い通路の西端に位置しているようだ。壁は今

出てきた部屋と同様、精緻な石組みで造られている。壁にはあちこ

ちに戦闘の跡と思われる血しぶきがついており、床は泥と血と、耐

え難い悪臭を放つ汚らしい粘液のようなものでひどく汚れている。

東の方からはゴウゴウと大きな滝のような音が響いてくる。そ

の水音はあまりにも大きく、声を張り上げなければ会話もできそう

にないほどだ。

扉から 30 フィートほどの所にＴ字路があり、そこの北側の壁に

はモラディンの姿を象ったレリーフが彫られている。モラディンの

顔の部分は抉られて無残に破壊されている。手の部分には水盤があ

り、本来ならば清潔な飲料水が供給されるはずのところに、直径 3

インチ（7.5cm）ほどの正十二面体にカットされた黒い宝石が置か

れ、不気味な赤い光を放っている。
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警報の黒水晶	 レベル5（英）／ 15（伝）　警報型
罠	 XP英200 ／伝1,200
　壁にモラディンの姿を象ったレリーフが彫られている。モラ
ディンの顔は目の部分が抉られて無残に破壊されている。
　手の部分には水盤があり、本来ならば清潔な飲料水が供給され
るはずのところに、直径3インチ（7.5cm）ほどの正十二面体に
カットされた黒い宝石が置かれ、それが不気味な赤い光を放って
いる。
罠：ダム施設内のすべてのクリーチャーの精神に警報が鳴り響く。

〈知覚〉
　水晶の存在には判定するまでもなく気付く。
◆難易度10：赤い光はまぶしくはないが、陽光棒と同じくらいの

範囲（20マス）を明るく照らしている。
◆難易度15：宝石の面のうち1つにだけ、白い目のような形のシン

ボルが描かれている。目はＴ字路を曲がった先を向いている。
◆難易度20：宝石に魔法的な仕掛けがなかったとしても、宝石の

前を横切れば赤い光が遮られ、通路の先にいる者（もしいれば）
はその影で何者かが石の前を通ったことに気付くだろう。

他の技能：〈盗賊〉または〈魔法学〉
◆難易度12（英）／ 18（伝）：石は何らかの“警護”系統の儀式の焦

点具である。この宝石に手を触れたり、前を横切ると魔法的な
警報が鳴る。

◆難易度17（英）／ 23（伝）：この宝石の警報の魔法は、あまり融
通のきかないきっちりした条件づけがされているようだ。文字
通り“手”を触れるか、“目”の“前”を横切らない限り警報は鳴らな
い。

◆難易度22（英）／ 28（伝）：この宝石を破壊すると、所有権を持
つクリーチャーにそのことが伝わる。

作動
　　宝石に“手”を触れるか、（水棲）キーワードを持たないクリー

チャーがこの宝石の“目”が向いている方向4マス以内に入ると、
ダム施設内のすべてのクリーチャーの精神に警報が鳴り響く。
なお、ウィザード用パワーのメイジ・ハンドは“手”として認識さ
れてしまう。

　　また、警報を解除したとしても、この宝石の光を遮ると、遭遇2
のクリーチャーがPCの存在に気付く。〈隠密〉判定（難易度：英
19 ／伝26）に成功すれば、姿を見られずにＴ字路を横切ること
ができる（クオトアは警報が鳴らなければ味方が通っただけだ
と考える）。

　　この宝石が破壊されると、所有権を持つクリーチャーにその
ことが伝わる。所有権者は大族長トアトアである。彼はダム施
設の異変に気付き、増援部隊を送り込んでくるようになる。詳
しくは遭遇2の『増援部隊』の項を参照。勝利ポイント－2。

対抗手段：
◆〈魔法学〉判定（難易度：英17 ／伝23）に成功すれば、宝石の魔法

に干渉して、光を消すことなく警報を鳴らなくしたり、所有権を
自分に移したりできる。

◆〈盗賊〉判定（難易度：英17 ／伝23）に成功すれば、“手”を触れる
ことなく、宝石の目を上や後ろ（壁の方向）に向けたり、宝石をラ
ンタンの中に入れるなどして持ち運んだり、別の場所に置いた
りできる。

◆“手”で触れずに、何らかの道具やパワーで横から動かすなどすれ
ば、宝石の位置や向いている方向を変えたり持ち運んだりする
ことができる。プレイヤーが良いアイデアを出したら、DMは〈盗
賊〉判定の難易度を下げたり、〈盗賊〉技能を修得済みでなくて
も判定を許可して構わない。

◆いずれの場合も判定を5以上の差で失敗した場合、誤って宝石に
手を触れたり、目を自分の方に向けたりして警報を鳴らしてし
まう。

備考：
　　宝石の防御値は12（ただし“意志”に対する攻撃は効果がない）、

hp10。宝石は儀式の焦点具で、珍しい漆黒の水晶（価値は160gp
（英）／ 5,000gp（伝））。魔法的効果はクオトアの呪術師が特別

な儀式を執行しない限り24時間以内に失われる。

クオトアの衛兵が警報を鳴らした場合、2 ラウンド後に遭遇 2

のクリーチャーのうちクオトアの銛打ち 1 体とクオトアの番兵 2

体がＴ字路の曲がり角から現れ、さらに遭遇 3 の部屋からクオト

アの銛打ち 1 体が廊下に出てくる。4 ラウンド後には遭遇 4 の部

屋からクオトアの番兵 5 体とクオトアの衛兵 5 体が現れる。

PC が警報を鳴らしてしまった場合、即座に遭遇 2 の部屋にいる

クリーチャーと戦闘になる。また、2 ラウンド後に遭遇 3 の部屋か

らクオトアの銛打ち 1 体が現れ、遭遇 4 の部屋からクオトアの番

兵 5 体とクオトアの衛兵 5 体が現れる。

PC が水晶の光を遮るようにＴ字路を通過したが警報は鳴らさな

かった場合、遭遇 2 の部屋にいるクオトアだけが PC の存在に気付

き、戦闘になる。

その後の展開
罠への対処次第で、遭遇 2（あるいは遭遇 2 と 4 の両方）との

連戦になる可能性がある。

警報を鳴らしてしまった場合、クオトアたちは警戒体制になる

ため、今後の遭遇で PC が敵を不意討ちすることは困難になるだろ

う。

このエリアの情報
壁や扉の特性については前述の『ダム施設』の項を参照。 　こ

の部屋はかつてダムの保守管理をしていた警備兵の住居だった。現

在ではクオトアの食料庫になっている（肉はほとんど食べ尽くされ

ているが）。
照明：遭遇開始から 2 ラウンドはモールキャスト 8 号のヘッドラ

イトの消えかかった明かりで “ 薄暗い ” が、3 ラウンド目以降は

“ 暗闇 ” になる。廊下はモラディンのレリーフの水盤部分に置か

れた黒い正十二面体の宝石によって “ 明るい ” 不気味な赤い光で

照らされている。

モールキャスト 8号：モールキャスト 8 号は遮断地形として扱う。

天井の高さが 10 フィートしかないため、機体の上に乗ることは

できない。手足の占めているマスは移動困難な地形として扱う。

モールキャスト 8 号は燃料切れで一切の機能を停止している。

骨の山：クオトアに喰われてしまったドワーフたちの骨が山積み

になっている。きちんと数えるならば死体は 38 人分ある。すべ

てドワーフの男性で、30 人は老人、8 人は若い少年のものである。

装備らしい装備はほとんど何も残っていないように見える。PC

が骨の山を調べたなら、〈知覚〉判定（難易度；英 12 ／伝 18）

に成功すれば、以下のアイテムが埋まっているのを見つける。

英雄級：ウェイヴストライダー・ブーツ（『プレイヤーズ・ハンド

ブック』第 7 章 装備品「脚部スロットのアイテム」）

伝説級：ウェイヴストライダー・ブーツ、リング・オヴ・フリーダム・

オヴ・ムーヴメント（『プレイヤーズ・ハンドブック』第 7 章 装

備品「指輪」）

モラディンのレリーフと黒い宝石：前述の『罠』の項を参照。
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クオトアのロールプレイ

クオトアは種族的な狂気に冒されている。一部の支配階層は

この狂気を特殊な精神修養によって押さえ込み、力で下層階級

を従えているが、支配階級を失うとクオトアの社会はあっとい

う間に崩壊して理性のない狂人の群れと化してしまう。

彼らは自らを究極にして最優の人型種族であり、いずれ地底

世界すべてを支配する運命にあると信じこんでいる。しかしそ

の狂気ゆえに、太古の昔から彼らの野望は往々にして頓挫し、

幾度も絶滅の危機に瀕してきた。クオトアたちはその現実と自

尊心とのギャップのために常に鬱屈した憤懣を抱えており、“ 劣

等種族 ” に逆らわれると激高して手のつけられない癇癪を爆発

させる。

通常、クオトアは “ この世界 ” ではまったく名を知られてい

ない謎の神々を信仰しており、アボレスをその神の御使いとし

て崇めている。しかし本アドベンチャーに登場するブブリク族

のクオトアたちはダゴン（『モンスター・マニュアルⅡ』P.122

参照）を狂信的に崇拝している。ブブリク族はダゴンを “ 触手

の王 ” の名で崇拝しており、ダゴンの名を口にすることは決し

てないし、その正体も知らない。プレイヤーたちはアドベン

チャーの最後に出会う敵の姿を見て、この戦いの黒幕が何者で

あったかに気付き戦慄することになるだろう。

遭遇レベル
英5（1,050XP）／伝15（6,200XP）
セットアップ
クオトアの鞭令（鞭）	 1 体

クオトアの監督官（監）	 1 体

クオトアの銛打ち（銛）	 2 体

クオトアの番兵（番）	 4 体

冒険者たちがＴ字路の警報を鳴らしてしまった場合、この遭遇

に登場するクリーチャーの数が減っている可能性が高い。遭遇 1

の結果に合わせて数を調整すること。

ここはダム施設の正門だ。かつてこの部屋の壁には太古の

ドワーフたちがクオトアを追放した戦いの様子を描いた彫刻

が施されていたが、それらはすべて削り取られてしまってい

る。床の石畳は泥と生乾きの血と、嫌な臭いを放つ汚らしい

粘液でぐちゃぐちゃになっている。南側の壁には矢狭間が数ヶ

所ある。その中央にはかつて門の扉がはまっていたと思われ

る幅 20 フィートの空間がぽっかりと口をあけている。その向

こうには壊れた石橋が見える。

PC たちが警報を鳴らしたり、赤い光に対する対策を取らずにこ

の部屋に来た場合（あるいは赤い光を消してしまった場合）、クオ

トアたちは後方を警戒しており、PC たちが部屋に入ると同時に戦

闘が始まる。

警報を鳴らしておらず、宝石の赤い光をうまく処理した場合（た

とえば先頭のキャラクターが宝石をランタンに入れて持ち運んだ場

合など）、クオトアは後方をまったく警戒していないため、PC たち

は不意討ちラウンドを得る。

戦術
クオトアの銛打ちは近接武器を手にした撃破役か防衛役に接近

し、ハープーンやリーリング・ハープーンで足止めしつつ、自分に

攻撃をひきつけてスティッキー・シールドで敵の武器を落とそうと

する。銛打ちが 2 体いる場合、敵の武器を落とすことに成功したら、

別の 1 体がリーリング・ハープーンで引き寄せて、武器を拾いに

くくしようとする。

クオトアの監督官（名をブルブルという）は前衛から離れたと

ころにいる指揮役か遠隔撃破役の PC に接近して攻撃する。可能で

あれば敵の後方に回り込んで、鞭令がスライム・ヴォーテックスで

敵をひとまとめに攻撃できるように追い込もうとする。監督官はで

きるだけ敵の防衛役には近づかず、いつでも逃げ出せるように通路

か水路の近くで戦おうとする。

クオトアの鞭令（名をガブブという）はなるべく銛打ちと隣接

している敵を含むようにスライム・ヴォーテックスを使用する（攻

撃ロールに－ 2 のペナルティをつけることでスティッキー・シー

ルドを成功しやすくするため）。その後はできるだけ距離をおきつ

つ、ライトニング・ストライクで遠隔撃破役か指揮役を攻撃する。

クオトアの番兵は、最初ジャヴェリンで攻撃し、3 本のジャヴェ

リンを使い果たした後はスピアで攻撃する。

戦闘開始から 3 ラウンドが経過するか、鞭令、監督官、銛打ち

のいずれか 2 体（遭遇 1 への増援で数が減っている場合は 1 体）

が倒された時点で、生き残っているクオトアのいずれかが水路の向

遭遇 2：正門
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こう側にいる番兵に向かって深淵語で「むむう、こやつら手強いぞ、

大族長にお知らせするのだ！」と叫ぶ。すると 2 体の番兵は次の

自分のターンに通路の奥へ 2 倍移動で向かい始める。通路は落ち

た橋から 25 マスまっすぐ続いており、通路の端に到着した時点で

逃走に成功する（つまり番兵は 2 ラウンド後に通路の端へ到着し、

3 ラウンド後の番兵のターンが来た時点でマップ外に逃走してしま

う）。番兵を 1 体でも逃がしてしまった場合、戦闘後に PC たちは

技能チャレンジ『追跡』を行なうことになるかも知れない。

鞭令が倒された時点で監督官が生き残っている場合、監督官は

hp が 1/2 以下になったところで、「守備隊長ガブブは死んだ！　

俺が城門の新リーダーだ！」と深淵語で叫びつつ、「ものども、増

援を呼んでくるまでここを死守するのだ！」と言い残して遭遇 4

の部屋へ逃げ出す。この際、水路に近いところにいるなら、そこに

飛び込んで水中から遭遇 4 の部屋に向かう。監督官が遭遇 4 の部

屋に入った場合、2 ラウンド後にその部屋からクオトアの衛兵 5 体

とクオトアの番兵 5 体が現れる。それからさらに 3 ラウンド後には、

遭遇 5 の部屋から、この監督官がクオトアの番兵 6 体を引き連れ

て現れる（監督官は隊列の最後尾にいる）。

捕虜の尋問
PC たちはクオトアを生け捕りにして情報を聞き出そうとする

かも知れない。クオトアは深淵語以外の言語を知らない。深淵語
を話せる PC がいないなら、コンプリヘンド・ランゲージの儀式
を使わなければ尋問以前に会話すら成立しないことに注意。尋問
で情報を聞き出すには、目標の意志防御値を難易度にした〈威圧〉
または〈交渉〉判定に成功せねばならない。クオトアは全員 “ 敵
対的 ” であるため、難易度に＋ 10 の修正が加わる。

この判定は、特に英雄級ではかなり難易度の高いものになるだ
ろう。DM は判定に失敗した場合でも、ただ「何もわからなかった」
と言うのでなく、断片的な情報を PC たちに伝えてやることにし
よう。例えば、クオトアたちは異種族（特にドワーフ）に強い憎
しみを抱いており、PC たちに悪態や威嚇の言葉を吐く。その中
には「先祖の復讐」「故郷の奪還」「偉大なる大族長」「触手の王
の生贄」といった言葉がよく含まれている、といった具合に。

判定に成功した場合でも、捕虜の発言は要領を得ないたわごと
が多いが、内容を整理することで以下のようなことがわかる。

留守を守っている部隊の指揮官はガブブという名の鞭令だ。彼
は門のところにいる。

ブルブル（遭遇 2 の監督官）は警備隊長の地位を狙っているが、
臆病者で不利になるとすぐに逃げ出す。

ボババという女まじない師が金庫を開けようとしている。彼女
はドワーフどもの道具を集めていた。

大族長は大昔の魔道王の血をひくすごい魔法使いだ。大族長は、
養殖池に魔法をかけてどんどんと仲間を増やしている。

ダムの上の通路には生贄の祭壇がある。大族長のためなら部族
の民は喜んで神の生贄になる。

DM はアドリブで他の情報を与えても構わない。
クオトアの中で唯一、遭遇 3 に登場するボババだけが共通語を

話すことができ、比較的会話の通じる相手である。彼女は他のク
オトアほど狂信的に大族長トアトアや触手の王を崇拝しているわ
けでないため、交渉次第で色々な情報を白状するかも知れない。

その後の展開
クオトアをすべて倒した PC たちは遭遇 3 か 4 へ向かうだろう。

番兵のマップ外への逃走を許してしまった場合、PC たちには 2 つ

の選択肢がある。このまま探索を続けるか、逃げた番兵（たち）を

追って、クオトア軍本隊と合流する前に仕留めるかだ。

基本的に DM は即座に追跡することを推奨し、すぐに追跡を始

めないと厄介な事態になる可能性が高いことを指摘すべきである。

クオトアの番兵を追うことにした場合、以下の技能チャレンジ

が発生する。

地底の追跡
PC たちは逃げていくクオトアの番兵を追いかけて、他のクオト

アと合流する前に始末しなければならない。

判定はキャラクター 1 人 1 人が行なうが、結果は全員に適用さ

れる。たとえば 1 人の PC が〈運動〉技能判定に成功して速く走る

ことができた場合、その PC だけでなくグループ全員が速く移動で

きたことになる。回復力使用回数を失う場合は、判定した PC のみ

が失う。

番兵が 2 体逃亡中であった場合、複雑度が 1 上昇する（つまり

3 回失敗する前に 8 回成功せねばならない）。

レベル：英8 ／伝17
経験点：複 雑 度 2： 英 700XP ／ 伝 3,200XP、 複 雑 度 3： 英

1050XP ／伝 4,800XP

複雑度：逃亡したクオトアの番兵が 1 体の場合 2（3 回失敗する

前に 6 回成功せねばならない）、2 体の場合は 3（3 回失敗する

前に 8 回成功せねばならない）。

主要技能：〈運動〉、〈軽業〉、〈隠密〉、〈持久力〉、〈知覚〉、〈地下探

険〉、〈歴史〉；同一の技能による判定は 2 回までしか成功に数え

ることができない。

〈運動〉（難易度：英 14／伝 20）：キャラクターは力の限り速く駆け、

亀裂を飛び越え、水没した旧坑道を泳いでいく。失敗した場合、

失敗と数えるだけでなく回復力使用回数を 1 回分失う。

〈軽業〉（難易度：英 14／伝 20）：キャラクターは少しでも早く追

いつくために、道無き道を走り抜け、曲がりくねった狭い地下

道を身軽な動きで踏破する。失敗した場合、失敗と数えるだけ

でなく回復力使用回数を 1 回分失う。

〈隠密〉（難易度：英 14／伝 20）：キャラクターは、追跡している

ことを音や光で悟られないように注意しながら移動する。

〈持久力〉（難易度：英 14／伝 20）：キャラクターはできる限り長

時間、早足で移動することに集中する。失敗した場合、失敗と

数えるだけでなく回復力使用回数を 1 回分失う。

〈知覚〉（難易度：英 14／伝 20）：キャラクターは逃げていくクオ

トアの足跡や異臭を放つ粘液などの痕跡を見つけて、確実に敵

を追い詰める。

〈地下探険〉（難易度：英 14／伝 20）：キャラクターは地下洞窟の

地形やドワーフの鉱山に特有の構造などの知識を活用して、最

適なルートを選択する。



�

〈歴史〉（難易度：英 8／伝 13；修得済みの場合のみ判定可）：キャ

ラクターはアイゼンブルクの歴史を学んだことがあり、過去幾

度となくアンダーダークからの侵略者との合戦が繰り広げられ

てきたダム周辺の地理を憶えていた。PC たちはその知識を頼り

に先回りを試みる。この判定は成功数に数えることはできない

が、成功すれば次に自分ないし仲間 1 人が行なう技能判定に＋

4 のボーナスが付く。

特殊：クオトアの番兵たちが逃げ出した遭遇の後、小休憩を取る

ことなく即座に追跡を開始した場合、そのことをもって成功数 1

と数える。遭遇終了後 30 分以上経ってから追跡を開始した場合、

チャレンジは自動的に失敗する。

成功：キャラクターたちはクオトアに追いつき、逃げたクオトア

の番兵を始末する。2 体逃げていた場合、6 回成功した時点で 1

体を、8 回成功した時点で 2 体目を倒したことになる。番兵は

雑魚なのでわざわざ戦闘遭遇を行なう必要はない。

失敗：キャラクターたちはクオトアの番兵を見失ってしまう。報

告を受けた大族長トアトアは決着を急ごうとドワーフ軍への攻

勢を強めるため、勝利ポイント－ 2。さらに、もし PC たちの襲

撃がすでに大族長トアトアの知るところとなっていた場合、あ

るいは遭遇終了後 30 分以上経ってから追跡を開始した場合、PC

たちはダムを奪回するために急行中の増援部隊と遭遇する。マッ

プは 8 マス× 16 マス程度の広さの、適当な洞窟マップを用意す

ること。

時間経過：この技能チャレンジの終了時点で、判定を行なった回

数（成否を問わず）× 10 分が経過する。たとえば成功数 6 回、

失敗数 2 回だった場合、80 分の時間がかかったことになる。こ

れは追跡に要した時間であり、帰路には技能チャレンジの成否

に関わらず 1 時間かかる。つまり、上記の例の場合、技能チャ

レンジを行ない、その後遭遇 2 の部屋へ戻って冒険を再開する

までには 140 分かかることになる。

増援部隊

大族長トアトアが PC たちの存在を知った場合、彼は即座に増

援部隊をダムに向けて送り出す。部隊は出発から 1 時間で遭遇 2

の正門前に到着する。増援部隊が倒された場合、トアトアは 60

分＋（1d6 × 10）分おきに、さらなる増援部隊を送り込んでくる。

正門が修復され、遭遇 4 のバルブが閉じられている場合、増援

部隊は正門の扉を破壊しようとする。PC が応戦しないなら、増

援部隊は 1 時間で門を破壊して突入してくる。

増援部隊の編成は以下の通り：

増援部隊
遭遇レベル：英 8（1,750XP）／伝 18（10,200XP）

クオトアの鞭令 1 体、クオトアの監督官 1 体、クオトアの巨獣

兵 1 体、クオトアの邪槍兵 1 体、クオトアの銛打ち 2 体、ク

オトアの大群 1 体

このエリアの情報
ダム管理施設の出入口。ここはダムを巡る戦いでドワーフが最

後の抵抗を試みた場所だった。

部屋の北西の角には壊されていないドワーフの彫刻がある。力

を込めて押すと、水路の上に門扉を兼ねた石橋が落ちるカラクリに

なっていた（橋はすでに落ちているが、遭遇 4 で秘石を手に入れ

た後ならば、この仕掛けを修復して使うことができる）。

　壁や扉の特性については前述の『ダム施設』の項を参照。

照明：“ 明るい ”。ここはドワーフが作った消えることのない照明

がいまだに残っているのだ。追跡の技能チャレンジ中に通る洞

窟や地下道に照明はなく、“ 暗闇 ”。

水路：水路は深さが 30 フィートあるが水深は 5 フィートしかない。

破壊された門扉の端には、水路に向かって幅 10 フィートの縄梯

子（移動困難な地形として上り下りが可能）が垂らしてある。

通路：南へ延びる長い通路は橋から 120 フィートほど続き、破壊

された鉄製の扉で終わっている。その先は半ば水没した自然洞

窟になっている。入り組んだ洞窟と廃坑を数マイル進むと、ド

ワーフ軍と戦闘中のクオトア軍本陣に行き着く。

矢狭間：三角形の穴が開いている壁は矢狭間である。矢狭間は “ 良

好な遮蔽 ”（攻撃ロールに－ 5 のペナルティ）を提供する。ただ

し、矢狭間のある壁は隣接しているクリーチャーの視線を遮ら

ず、また、遠隔攻撃および遠隔範囲攻撃の射線や効果線も遮ら

ない。

門扉：破壊されている。遭遇 3 で入手する秘石の “ 修復 ” パワー

を用いると、門を修復することができる。パワーを使うと、水

路に落ちていた扉が浮き上がって元の位置におさまり、ゆっく

りと元通りの姿になっていく。

宝物：矢狭間の前には、箱が 8 つ置かれている。箱のうち 6 つに

はクロスボウ 1 つとボルト 50 本、1 つにはポーション 2 本（英：

ポーション・オヴ・ヒーリング、伝：ポーション・オヴ・ヴァ

イタリティ）、1 つにはコンプリヘンド・ランゲージの巻物とディ

サーン・ライズの巻物、500gp 分のレシデュウム入り小瓶が入っ

ている。

勝利ポイント
バルドの秘石で門を修復した後、これを閉じた場合、勝利ポイ

ントに＋ 1。
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遭遇レベル
7（1,600XP）／ 17（8,600XP）
セットアップ
ボババ（ボ）	 1 体

クオトアの邪槍兵（邪）	 1 体

クオトアの銛打ち（銛）	 2 体

この遭遇には最初クリーチャーが登場しないので、マップ上に

ミニチュアを配置しないこと。また、マップに書かれた 1 ～ 8 の

数字は危険要因に関わるものなのでバトルグリッドには書き込まな

いこと。

クオトアたちが出現するはずのマスに PC がいる場合、隣接する

マスにミニチュアを置くこと。

冒険者たちがＴ字路の警報を鳴らしてしまった場合、この遭遇

に登場するクオトアの銛打ちが 1 体減っている可能性が高い。遭

遇 1 の結果に合わせて数を調整すること。

この遭遇に登場するクオトアのうち 1 体はボババという名の女

錬金術師である。ボババは大族長トアトアの命令で、金庫を開ける

方法を調べている。この 1 週間、鞭令やウィザードたちが総がか

りになっても開くことができなかった金庫を開けられれば彼女の部

族内での地位は大いに高まるだろう。ボババは若い頃に魔法の儀式

で姿を変えて地上世界を放浪していた経験がある。部族内での地位

はさして高くないが、豊富な知識と抜け目無さから大族長トアトア

に参謀として重用されている。彼女は実際、賢者と呼んで差し支え

ない教養を持ち、クオトア一般の基準からすれば驚くほど “ 正気 ”

である。彼女は金庫を開く 6 つの試練を 5 つまでクリアしたが、

最後の 1 つがどうしても達成できずにいる。しかし、あと 1 つも

時間の問題だと考えている。

PC が部屋に入った時、ボババたちは金庫型のアーティファクト

“ モラディンの天秤 ” の力で擬似次元界に飛ばされている。以下を

読み上げること。

この部屋には誰もいない。床には血や泥で汚れたドワーフ

の武具や、バラバラに切断されたり黒焦げになったクオトア

の死体、炭化した木箱の残骸が散乱している。部屋はクオト

アの放つ悪臭と、様々な錬金術的薬物の臭いの混ざった異様

な臭いが立ちこめ、息が詰まりそうだ。

北側の壁の中央には、幅 10 フィート、高さ 5 フィートほ

どの、磨き上げられた黒いアダマンティンでできた台座のよ

うなものがあり、その上には黄金色に輝く天秤が乗っている。

台座の正面には両開きの扉がついている。恐らくはこれがベ

オル王の言っていた金庫 “ モラディンの天秤 ” だろう。

PC たちが部屋に入って金庫を調べ始めたら、プレイヤーたちに

PC のミニチュアを金庫から 4 マス以内の好きな場所に配置させた

後、以下を読み上げる。

突如として、落雷のような轟音が湧き起こり、「否
いな

！」とい

う言葉が頭の中に響いた。それは真の神界語――知性あるあ

らゆる存在に意志を伝えることができる、神々の言語である。

それを理解するや否や、どこからともなく黒焦げになった

り、バラバラになったクオトアの死体がいくつも君たちの周

囲に降ってきた。そして、若干遅れて 4 体（銛打ちが減って

いる場合は 3 体）のクオトアが出現する。

続けて、以下を読み上げる。深淵語の理解できる PC がいない場

合、セリフの部分は、ゲコゲコと何事かわめいたことしかわからな

い。

「くそっ、また失敗かいっ！」と、身体中に瓶や小さな袋

を下げた革帯をつけた女クオトアが悪態をついた。彼女はす

ぐに君たちに気付き、「こんな時に侵入者 !?　お宝は渡さない

よ！」と叫んで襲いかかってくる。

ここでイニシアチブをロールし、戦闘を開始する。

同時に、〈知覚〉判定と〈看破〉判定（どちらも難易度：英 12、

伝 18）に成功した者は、以下のことに気付く。

〈知覚〉：クオトアたちはこれまでに出会った者たちと違う、風変

わりな装備をしている。それぞれが登攀用具やロープ、つるはし、

シャベル、盗賊道具を持ち、頭や胸に陽光棒のついた革紐を下

げているのだ。

〈看破〉：クオトアたちはしきりに PC たち以外の何かを警戒して

いる。

遭遇 3：倉庫
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戦術

クオトアたちは危険要因の性質を理解しており、神罰の鎚を避

ける位置取りをするとともに、そこへ PC を追いやろうとする。

ボババはパラライジング・パウダーとスリッパリング・リキッ

ドで敵を攪乱しつつ、敵を挟撃しようとする。hp が 1/4 以下にな

ると、スモーク・ボトルを使用しつつ遭遇 5 の方へ逃げ出す。

クオトアの邪槍兵は、間合いを活かして、できるだけ敵と隣接

せずに戦おうとし、自分のいる場所が神罰の鎚の範囲になるとすぐ

にそこから離脱する。

クオトアの銛打ちはなるべく安全地帯（部屋の南東と南西の角

にある、神罰の鎚が絶対に振って来ないマス）を確保し、そこから

リーリング・ハープーンを使って敵を危険要因の範囲内に引き寄せ

ようとする。自分が範囲内にいる場合、スリック・マヌーヴァーを

使うなどして範囲外に逃れようとする。敵が既に危険要因の範囲内

にいる場合はハープーンを利用してつかみ、範囲から逃れられない

ようにする。

危険要因
戦闘の開始とともに、以下の危険要因が起動する。
神罰の鎚	 レベル7（英）／ 16（伝）　制御役
危険要因	 XP300（英）／ XP1,400（伝）
突然、戦鎚の形をした稲妻が降ってきたと思うと、それは閃光と
轟音とともな爆発した。
危険要因：部屋の、地図に示した特定の場所に、神罰の鎚が落ちる。
〈知覚〉

◆ 難易度14（英）／ 20（伝）：地面に散らばっている遺骸や残骸は
稲妻で焼かれたように見える。焼け跡は部屋中にほとんど隙間
無く広がっているが、焼け方には一定のパターンがあり、南東と
南西の角に、まったく焼けていない場所がある。

◆ 難易度19（英）／ 25（伝）：金庫の上にある黄金の天秤がゆらゆ
らと揺れたと思うと、まったく均衡していない位置で計りが止
まった。あれは何を意味しているのだろう。（この成功を得た
場合、神罰の鎚が2回以上降った後で難易度14（英）／ 20（伝）の

〈知覚〉判定に成功すれば、以後は天秤が見えていれば、各ラウン
ドの開始時に次に神罰の鎚が降る位置を予測できるようにな
る）。

他の技能：〈看破〉 ◆ 難易度14（英）／ 20（伝）：クオトアたちは
しきりに金庫の上にある黄金の天秤の方を気にしているようだ

（これに成功したPCは、上記の〈知覚〉判定に＋5のボーナスを得
る）。

イニシアチブ：特殊。DMは各ラウンドの開始時に、密かに1d8を
ロールする。ラウンド終了の時点（イニシアチブ順0の時点）で、
d8の数字と同じ番号のマスを中心に危険要因の攻撃が行われる。
攻撃
標準アクション　遠隔範囲・爆発1
目標：範囲内にいるすべてのクリーチャー
攻撃：＋11対“反応”（英）／＋20対“反応”（伝）
ヒット：1d8＋5［電撃］かつ［雷鳴］ダメージ（英）／ 1d10＋7［電撃］

かつ［雷鳴］ダメージ（伝）。さらに目標は盲目状態および聴覚喪
失状態になる（セーヴ・両方とも終了）。
対抗手段：
◆上記のように、〈知覚〉判定に成功することで、攻撃の範囲を予

測することができる。
◆金庫の占めているマスに向かって、意志以外の防御値（すべて

10）に対する攻撃を行なうと、天秤の計りが揺れて、危険要因の
攻撃の目標となるマスを決めるd8を再ロールされる。これは天
秤を範囲攻撃の範囲に含めてしまった場合に偶然発生する可能
性がある。金庫に隣接するマスにいるキャラクターは、1回の
マイナー・アクションとして天秤を揺らすことができる。

◆〈盗賊〉判定（難易度：14英／ 20伝）に成功すれば、天秤に細工し
てd8の出目を1か8のいずれか好きな方に固定してしまうことが
できる。この固定化は天秤が揺らされると解除されてしまう。

〈盗賊〉判定（難易度：19英／ 25伝）に成功すれば、遭遇終了まで
解除されないように細工をすることもできる。いずれの場合も、

〈盗賊〉判定に失敗したキャラクターは1d8＋5［電撃］かつ［雷鳴］
ダメージ（英）／ 1d10＋7［電撃］かつ［雷鳴］ダメージ（伝）を受け、
さらに盲目状態および聴覚喪失状態になる（セーヴ・両方とも
終了）。

◆“試練”に失敗した者（クオトアたち）が部屋に1体もいない状態
が2ラウンド持続すると、危険要因は停止する。それに伴って〈盗
賊〉判定による細工などは自動的に排除される。

金庫“モラディンの天秤”
戦闘終了後、PC たちは “ バルドの秘石 ” を求めて金庫を開けよ

うとするだろう。その場合、以下を読み上げること。（神界語は修

得していなくても誰にでも理解できる） 

突然、神界語で何者かが君たちに語りかけてくる。「古
いにしえ

の秘

石を求むる者たちよ。汝らは始祖バルドの偉業を辿り、モラ

ディン神に己の価値を証明せねばならぬ。汝らは試練を望む

か？」

声は PC たちの質問には一切答えない。ただ、試練を受けるとい

う意味合いの返答をしたなら、部屋にいるキャラクターは全員、擬

似次元界に飛ばされる。PC たちは以下の技能チャレンジに挑まね

ばならない。

試練を受けないという返答をした場合、声は沈黙する。再び金

庫を開けようとすれば、また同じことを語りかけてくる。

技能チャレンジを開始する前に、PC 全員の hp の現在値を記録

しておくこと。技能チャレンジ中の hp の減少は仮のものであり、

チャレンジが終了次第、開始前の値に戻る。この技能チャレンジは

1 回試みるごとに、成否に関係なく 10 分の時間がかかる。

技能チャレンジ中に判定に失敗すると、その判定を試みた者は

自分のレベルに等しいダメージを受ける。これによって失われた

ヒット・ポイントは、技能チャレンジが終了するまで回復すること

ができない。特に明記されていない限り、判定はヒット・ポイン

トが続くなら何度でも試みることができる。ヒット・ポイントが 0

になっても死にはしないが、以後判定を試みることができなくなる。

モラディンの試練
PC たちは若き日の始祖バルドが辿った冒険を追体験し、すべて

の試練に成功しなければならない。

気がつくと、君たちはいつのまにか見知らぬ森の中にいた。

レベル：英 8／伝 17

経験点：複雑度 2：英 700XP ／伝 3,200XP

複雑度：試練が 3回 “不合格 ”と裁定される前に 6つの試練に “合

格 ”せねばならない。

第1の試練：
木陰に 1 人の若いドワーフがぐったりとした様子で寄りか

かっている。「モラディンの啓示を受けた若きバルドは、約束

の地、冠山脈を求めて旅立った。トロルに襲われて仲間とは

ぐれ、荷物を失った彼は耐え難い飢えに襲われていた」

若いドワーフは始祖バルドの幻影である。試練の開始とともに、



DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses 

thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc. 11

PC たちの荷物から食料と飲み物がすべて消える（この試練が終わ

り次第戻る）。PC たちはバルドのために 5 日分（または PC の人数

× 1 日分）の水と食料を確保せねばならない。

〈自然〉判定（森で食料を探す）または〈地下探険〉判定（洞窟

で食料を探す；暗視能力ないし何らかの明かりを持っていない場

合、難易度＋ 5）で食料を集める場合、難易度 15 で 1 日分、難易

度 25 で 5 日分を集められる。判定は全員が試みて構わない。

5 日分の食料を集めると、第 1 の試練は合格となる。

PC 全員が 3 回ずつ判定を試みても必要な量の食料が集められな

かった場合、不合格と裁定される。

第2の試練：
かの偉大なるドワーフ王とて、独力で伝説に語られる勲功

を成し遂げることは叶わぬ。親切な狩人から助け合うことの

大切さを学んだバルドは人里に戻り、命を預けるに値する仲

間を探そうと決意した。

バルドは冒険者のたむろする酒場のカウンターに座り、店にた

むろする冒険者たちを観察している。

〈持久力〉（難易度：19 英／ 25 伝）：「信頼に値するかなど、呑

めばわかる」バルドは冒険者たちに飲み比べの勝負を挑んだ。

〈看破〉または〈事情通〉（難易度：英 14 ／伝 20）：バルドは酒

場で交わされる会話に耳を傾け、冒険者たちの人となりを観察した。

〈交渉〉または〈はったり〉（難易度：19 英／ 25 伝）：「このわ

しの夢についてくる勇者はおらぬか !?」バルドは突然テーブルに飛

び乗り、冠山脈に新たなドワーフ王国を築く壮大な夢を熱く語った。

PC の誰か 1 人が上記の判定のいずれか 1 つを成功させれば、こ

の試練は合格となる。PC 全員が 1 回ずつ判定を試みても誰も成功

しなかった場合、不合格と裁定される。

第3の試練：
新たな友を得たバルドは冒険者として各地を放浪し、着実

に腕を磨いていった。若き日の彼の勲功で最も有名なのは “ カ

ランデュレンのコロッサス落とし ” であろう。彼は自ら囮と

なって迷宮の守護者たるコロッサスをおびき出し、無明の谷

底へと突き落としたのだ。

バルドと PC たちは不気味な城塞の前におり、中から出て来たコ

ロッサス（イラストは『モンスター・マニュアル』を参照）に追い

かけられるシーンを追体験する。

PC 全員で以下の技能を上から順番に 1 つずつ判定すること。こ

の試練では誰か 1 人が判定に成功していれば失敗してもダメージ

を受けないが、全員が失敗した場合は全員がダメージを受ける。す

べての判定に成功すれば試練は合格となる。3 回全員が失敗した場

合、試練は不合格になる。

〈持久力〉（難易度：英 14 ／伝 20）：バルドは力の限り走って逃げた。

〈隠密〉（難易度：英 14 ／伝 20）：バルドは岩陰に隠れてコロッ

サスをやりすごした。

〈盗賊〉（難易度：英 14 ／伝 20）：バルドは身を隠しながら、コロッ

サスを陥れる罠をしかけた。

〈運動〉；登攀（難易度：英 14 ／伝 20）：罠をしかけ終わったバ

ルドは険しい岩山をよじ登り、コロッサスを罠へと誘導した。

〈軽業〉（難易度：英 14 ／伝 20）：しかし、コロッサスはバルド

に追いつき、彼をつかんで握り潰そうとする。

〈運動〉または〈軽業〉（難易度：英 14 ／伝 20）：からくもコロッ

サスの手を逃れたバルドは、ようやく罠を仕掛けた断崖絶壁に

辿り着く。［力場］の矢を雨あられと浴びながらも、彼は眼下を

浮遊する岩に飛び移る。

最後の判定にすべて成功すると、足下の崖が崩れてコロッサス

は谷底に落ちていく。

第4の試練：
かつて冠山脈は悪しき巨人たちに支配されていた。バルドは巨

人との戦いにあたって冠山脈の山頂に住む賢き大鷲の一族に加勢を

求めた。大鷲の長サンダービークは自分と知恵比べをして勝つこと

ができたなら同盟を結んでやろうとバルドに告げた。さて、彼はい

かなる知恵を披露したのであろうか？

PC は自分が知っている “ 秘奥的知識 ” を語る。好きな知識判定（難

易度：英 25 ／伝 30）を試みること。成功したなら、サンダービー

クは翼をうち振ってバルドを称賛し、同盟を約束する。冠山脈周辺

のヒューマン、エルフ、ドワーフの連合軍が巨人とゴブリンの軍勢

と合戦を繰り広げているところに、大鷲の群れが飛来し、サンダー

ビークの背から飛び降りたバルドと仲間たちがタイタンを討ち取っ

たところで、この試練は終わる。全員が 3 回ずつ判定を試みても

成功する者がいなかった場合、試練は不合格となる。

第5の試練：
巨人との戦に勝ったバルドは、ついに冠山脈に自分の王国を築

いた。だが、地底にも悪は潜んでいた。地底湖の城塞に住むクオト

アの魔道王が異形の軍勢を率いて侵攻してきたのだ。バルドと仲間

たちは魔道王の砦に攻め込んだ。この戦いは 2 つの種族を代表す

る勇者たちがあらゆる力を注ぎ込んだ死闘であった。

【筋】、【耐】、【敏】、【知】、【判】、【魅】の能力値判定（難易度：

英 17 ／伝 25）に各 1 回ずつ成功すること。PC は援護（『プレイヤー

ズ・ハンドブック』第９章 戦闘「援護」参照）を行なっても構わない。

すべての能力値判定に成功すると、バルドは戦斧で魔道王の首

をはね、湖の中に投げ込む。かつて魔道王の居城があった場所こそ、

この地底ダムである。

第6の試練：
かくしてバルドは揺るぎなき山の下の王となれり。これが

最後の試練である。答えよ、“ 真実 ” とは何か？

この試練に技能判定はない。基本的に、そのキャラクターが “ 真

実 ” とは何であるかについて、かくなるものと信じるところを述べ

れば、それが正解となる。

ただし、「少なくともバルドの伝説は真実じゃないな」などと揶

揄したり、回答者がモラディンの天秤に気に入られようと、心にも

ない美辞麗句を並べ立てた場合はその PC は不合格になる。PC 全

員が不合格になった場合、技能チャレンジは失敗となる。なお、悪

属性のクリーチャーは自動的に不合格になる。
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成功：6 つの試練にすべて合格したなら、「汝に真なる創造の片鱗

を授けん」と声がして、PC たちは元の部屋に戻る。金庫の扉が

開き、その中には PC の人数分の “ バルドの秘石 ” が入っている。

失敗：PC たちは元の部屋に荒々しく放り出される。PC たちは全

員回復力を 1 回分失う。第 6 の試練に不合格になった結果とし

て技能チャレンジに失敗した場合、危険要因 “ 神罰の鎚 ” が作動

する。

バルドの秘石
バルドの秘石は強力ではあるが、このダム施設周辺でしか使用

できない、アーティファクトに近い性質を持った魔法のアイテムで
ある。バルドの秘石は以下のようなパワーを持つ。

バルドの秘石	 レベル不明
　この虹色の光沢を持つ涙滴型をした乳白色の宝石は、服や鎧や
皮膚に押しつけると、ぴったりと張り付く。
アイテム・スロット：なし。バルドの秘石は身体のどこかに身に

つけていれば効力を発揮する。
特性：着用者同士は、どんなに周囲の音がうるさくても音声によ

る意志疎通がとれる。
小修復（［無限回］）：10分間かけて、近接範囲・噴射3の範囲にある

施設を完全に修復する。戦闘中は使用できない。
大修復（［一日毎］）：フリー・アクション。遭遇が終了するまで、

使用者に遭遇6の『通路のルーン』の項に記されたような修復能
力を授ける。
大休憩（［一日毎］）：特殊。1時間の休息で、自分と仲間全員が大休

憩をとったのと同じ効果を得る。このパワーを使用した場合、
以後24時間は“大修復”のパワーを使用できなくなる。
水からの脱出（水中でのみ使用可；［無限回］）◆［瞬間移動］：標準

アクション。6マス以内の陸地に［瞬間移動］する。6マス以内に
陸地がない場合は作動しない。
水からの救出（陸地でのみ使用可；［無限回］）◆［瞬間移動］：標準

アクション。10マス以内の水中にいる1体の味方を、自分に隣接
するマスに［瞬間移動］する。

その後の展開

バルドの秘石を手に入れた PC たちは、遭遇 4 か 5 へ向かうこと

になるだろう。そちらへ進む前に、彼らは正門を修復して、敵の増

援の侵入を防ぎたいと思うかも知れない。

このエリアの情報
壁や扉の特性については前述の『ダム施設』の項を参照。
照明：“ 明るい ”。金庫の上にある天秤が、まばゆい光を放っている。
金庫：高さ 5 フィートの遮断地形。
宝物：クオトアたちは全員、標準冒険者キット、登攀用具、盗賊

道具を持っている。また、ボババは以下のものが入った、使い
古された革袋を持っている（逃げてしまった場合、彼女はこの
袋を落としていく）。
儀式書：これはダムの警備隊の書記官であったドワーフのウィザー

ド、ミミルの遺品である。本の表紙は乾いたドワーフの血がべっ
とりとついている。儀式書には以下の儀式が書かれている：ウィ
ザーズ・サイト、ウォーター・ウォーク、ウォーター・ブリー
ジング、エンチャント・マジック・アイテム、エンデュア・エ
レメンツ、キュア・ディジーズ、コンプリヘンド・ランゲージ、ジェ
ントル・リポウズ、センディング、ディスエンチャント・マジッ
ク・アイテム、トラベラーズ・フィースト、ノック、ブリュー・
ポーション、メイク・ホウル、リムーヴ・アフリクション。
小瓶：中にレシデュウムが入っている。英雄級：500gp 分、伝説級：

14,000gp 分。

遭遇レベル
8（1,800XP）／ 18（10,800XP）
セットアップ
クオトアの大群（大）	 9 体

他の遭遇の展開次第では、この部屋から増援が出て来ている可

能性がある。しかし、他の遭遇に何体出て行っていようと、この遭

遇に登場するクオトアの大群の数は変わらない。とはいえ DM は

そのことをプレイヤーに告げてはならない。むしろ、「前の遭遇で

おびき出していなかったら、いったいどれだけの敵がここにいたん

だろう？」と思わせておくべきである。

PC たちが部屋に入ったら、以下を読み上げること。：

扉を開けると生理的嫌悪感をもよおす、青臭いねっとりし

た生暖かい空気が漏れだしてくる。ここはかつてドワーフた

ちが魚を養殖していた池だった。だが、今では淡い光を放つ

ドロドロとした緑色の液体で満たされている。

君たちが部屋に入っていくと、池の水面がさざ波立つ。1 つ、

2 つ、3 つ……水面に何かが続々と浮かび上がってくる。クオ

トアだ！　その数はみるみるうちに増えていき、数えるのも

嫌になるくらいの……数百体もの数にふくれあがった！　彼

らはぬらぬらと光る目を一斉に君たちの方へ向けると、カエ

ルが威嚇するような雄叫びをあげて襲いかかってきた！

マップの池の部分にみっちりとクオトアの大群を並べ、プレイ

ヤーたちが驚いてくれたところで戦闘を開始しよう。

遭遇 4：養殖池
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戦術
クオトアの大群はひたすらに前進して、自分の接敵面内に可能

な限り多くのPCをおさめてスウォーム・アタックのオーラとサヴェ

ジ・モブで攻撃しようとする。機会攻撃は気にせず積極的に移動と

攻撃をさせ、PC に近接攻撃ができない時には味方の損害に構わず

スウォーミング・ジャヴェリンズを使うこと。

クオトアたちは全滅するまで戦う。

その後の展開
この養殖池のバルブを閉めてしまえば、遭遇 2 の水路や遭遇 5

と 6 の貯水池からこの養殖池に入ることもできなくなる。遭遇 2

の正門を修復しておきさえすれば、万が一敵本隊から増援部隊が来

たとしても、かなり長時間侵入を阻むことができるだろう。

このエリアの情報
壁や扉の特性については前述の『ダム施設』の項を参照。

ここはかつてダムに駐留するドワーフが食べる魚を養殖してい

た池だったが、現在ではクオトアを大増殖させる養殖場になってい

る。〈魔法学〉判定（難易度：英 15 ／伝 20）に成功したキャラク

ターは、この池に水棲クリーチャーの成長を促す魔法が働いている

ことに気付く。難易度：英 20 ／伝 25 で成功したキャラクターは、

適切な錬金術的薬剤と組み合わせれば、水棲クリーチャーを 1 日

で数年分成長させたり、通常ではあり得ない大きさに巨大化させる

ことさえ可能であることに気付く。この養殖池の魔法がドワーフや

他の主要種族とは異質な、未知の魔法体系の産物であることにも。

照明：暗闇。

養殖池：池は深さ 5 フィートほど。池の水にはクオトアの生育を

促進する薬液が入っている。

　水から普通の床に上がるには、クオトアの大群は 1 回のマイ

ナー・アクション、PC は 1 回の標準アクションを要する。水中

での戦闘に関するルールは『ダンジョン・マスターズ・ガイド』

P.45 を参照（遭遇 5 にも簡単なまとめを記した）。

バルブ：池の東西にあるバルブは高さ 5 フィートの遮断地形とし

て扱う。バルブの下は直径 20 フィートの管が通っており、それ

ぞれ遭遇 5 の貯水池と遭遇 2 の水路につながっている。PC が閉

じない限り、バルブは開いたままになっている。

宝物：部屋の南東の隅に、血で汚れたベルトポーチが落ちている。

中には以下の巻物 1 枚ずつが入っている：ウォーター・ウォーク、

ウォーター・ブリージング、コンサルト・ミスティック・セイジス、

レイズ・デッド。

勝利ポイント
　この遭遇のクオトアを全滅させた場合＋ 1。

　バルブを両方とも閉めた場合＋ 1。

クオトアの“大群”
この遭遇の主眼は、プレイヤーを驚かすと同時に、

押し寄せる敵の大軍団と戦う演出を楽しんでもらうこ
とにある。

クオトアの大群は “ 大群 ” クリーチャー（『モンスター・
マニュアル』用語集 “ 大群 [ キーワード ]” 参照）である。
ルール上は 1 体の巨大サイズのクリーチャーとして扱
われているが、その正体は約 80 ～ 128 体もの怒り狂っ
た小型から中型サイズのクオトアなのだ。

この遭遇はありきたりな 9 体のモンスターとの戦闘
でなく、1,000 体近いクオトアと大乱戦を繰り広げる、
壮大なアクション・シーンとして演出すべきだ。DM
はクオトアの大群のターンになるたびに、通路や部屋
を埋め尽くす数百匹のクオトアが、大型トレーラーに
満載した小魚をいっぺんにブチ撒けたかのごとく攻め
寄ってくるシーンを演出し、PC が範囲攻撃をヒットさ
せた時には、何体（ひょっとしたら何十体）もの敵が
まとめて吹き飛ぶ様子や、やられた味方を乗り越え踏
み潰しながら突き進んでくる様子を描写してみよう。
そして勝利の暁には「たった 5 人で千匹のクオトア軍
団を殲滅した」ということを強調して描写し、ヒロイッ
クな雰囲気を盛り上げてあげよう。その方がプレイヤー
たちにとっても、彼らの伝説を語る吟遊詩人にとって
もきっと嬉しいはずだ。

この遭遇は、範囲攻撃のパワーに乏しいパーティー
にとってはかなりきつい戦闘になる。そのようなパー
ティーでプレイする場合は “ クオトアの大群 ” の数を減
らして他のモンスターと入れ替えてみよう。“ クオトア
の大群 ” を 4 体減らして、代わりに “ クオトアの鞭令 ”
と “ クオトアの邪槍兵 ” と “ クオトアのピラニア使い ”
を 1 体ずつ登場させるといいだろう（そしてピラニア
使いのピラニア・コマンドを “ クオトアの大群 ” をシフ
トさせるパワーに変えておこう）。

また、同時に出てくる “ クオトアの大群 ” の数を 3 ～
4 体程度に押さえておき、増援として遭遇 2 の水路や
遭遇 5 の扉から 1 ～ 3 体ずつの群れが断続的に出現す
るような展開にしてみてもいい。スウォーミング・ジャ
ヴェリンズなどの、味方を巻き添えにする範囲攻撃を
多用して、さりげなく PC たちを支援してあげるのも手
だ。いずれにしても、この遭遇の目的はプレイヤーた
ちに大軍団との激闘を楽しんでもらうこと（そしてク
オトア軍の大戦力の種明かし）であって、PC を全滅さ
せることでないのを忘れないこと。
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遭遇レベル
6（1,250XP）／ 16（7,400XP）
セットアップ
クオトアの巨獣兵（巨）	 	 1 体

クオトアのピラニア使い（使）	 1 体

ダイア・ピラニア・スウォーム（ピ）	 2 体

クオトアの衛兵（衛）	 	 4 体

PC たちが入った時点では、この部屋にクリーチャーはいない。

以下を読み上げること。：

扉を開けると、滝壺の真下にいるかのような圧倒的な轟音

とともに、水しぶきが混じった冷たい風が吹いてくる。君た

ちの目の前には、古代のドワーフが作り上げた巨大な地底ダ

ムが広がっている。滝は他の地底湖から水路を通って流れ込

んでいるものだ。 　貯水池を取り巻く壁には、危険水域のラ

インに沿って 20 フィートおきに魔法の炎がともっており、お

かげで夜目を持たない種族でも、人工地底湖を見渡すことが

できる。もっとも、本来ならばセレスティアの湧水に匹敵す

るとまでいわれた清浄な水は、悪臭を放つ青緑色のドロドロ

としたものに変わってしまっている。

君たちが現在いるのは西岸の船着き場だ。はしけには 2 艘

のボートがつながれている。北側の壁には、直径 2 フィート

ほどの大きなバルブが 3 つ並んでいる。

PC たちが全員部屋に入り、部屋を調べ始めたら、以下を読み上

げる。：

西側の壁には大きな 3 本の配管が走っている。管にはあち

こちに、武器でメチャクチャに殴りつけたような傷がついて

いる。配管の基部には、魚の皮をなめして羊皮紙のようにし

たようなものが何枚も貼り付けてある。その表面には見たこ

とのない奇妙な文字とも模様ともつかないものが書かれてい

る。

君たちがバルブを調べようと近づくと、突然、船着き場の

水面が盛り上がり、恐ろしい咆哮を上げながら巨大なクオト

アが立ち上がった！

ここでクオトアの巨獣兵をマップに配置し、戦闘を開始する。

2 ラウンド目の開始時に、水中から他のクリーチャーたちが現れ

る。彼らの分のイニシアチブをロールすること。

クオトアのピラニア使いは最初のターンが来た時点で、標準ア

クションを使って何事かを唱える。すると配管に貼り付けてあった

魚の皮がはがれ、ものすごい勢いで水が噴き出してくる。以後、こ

の部屋の陸地の部分は “ 水流 ” として扱う。

“ 水流 ” の地形は水中として扱うが、〈運動〉で泳がなくても移

動できる。水流の地形にいる間、大型サイズ以下のクリーチャーは、

自分のターンの開始時に東（貯水池の方向）に 3 マス横滑りさせ

られる。水中戦闘のルールについては、『水中戦闘」のコラムまた

は『ダンジョン・マスターズ・ガイド』第３章 戦闘遭遇の水中戦

闘のルールを参照。

PC が儀式やアイテムでウォーター・ウォークの効果を使用して

いる場合、貯水池の水面は普通の地形、“ 水流 ” の地形は移動困難

な地形として扱う（横滑りさせられない）。ウォーター・ウォーク

を使用しているクリーチャーは水中にいるものとは見なされないた

め、水棲クリーチャーはこのキャラクターに対して水中戦闘による

ボーナスを得られない。

水中戦闘

水中で戦う場合は、以下の修正が適用される。
◆［火］のキーワードを持つパワーを使用する際、使用者は攻

撃ロールに－ 2 のペナルティを受ける。

◆スピア類およびクロスボウ類の武器グループに属する武器を

使っているキャラクターは、水中でも攻撃ロールにペナルティ

を受けない。それ以外の武器を使っているキャラクターは攻撃

ロールに－ 2 のペナルティを受ける。

◆クリーチャーの移動には水泳移動速度を用いる。水泳移動速

度を持たないクリーチャーは『プレイヤーズ・ハンドブック』

にあるように〈運動〉技能判定を行なって泳がなければならな

い。

◆（水棲）：水中環境に生まれたクリーチャーは（水棲）キーワー

ドを有している。水中戦闘において、（水棲）を持つクリーチャー

は、（水棲）を持たないクリーチャーに対する攻撃ロールに＋

2 のボーナスを得る。

◆水流：水流は水中のクリーチャーすべてを水が流れる方向に

押し動かす。流水の中を泳ごうとする者は、水流の強さに応じ

た距離と流れる向きに応じた方向に流されることになる。これ

は、移動距離が水流の速さに等しく、移動方向が水の流れる向

きに限定された、“ 横滑り ” 効果である。水の流れに逆らおう

とする者は、移動速度の一部を費やして水流による横滑りの距

離を減らすことができる。その際、横滑りによる移動距離を部

分的に減らすこともできるし、（移動速度が充分にあるのなら）

移動距離を 0 まで減らしてまったく動かないことも可能であ

る。

遭遇 5：船着き場
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戦術
クオトアの巨獣兵は一番近くにいる敵に接近し、3 マスの長い間

合いを利用してクロー攻撃を行なう。隣接している敵はスナッピン

グ・バイツで攻撃し、ダイア・ピラニア・スウォームのオーラ内（可

能ならスウォームが占めているマス）に敵を横滑りさせようとする。

クオトアの衛兵は “ 水流 ” の地形に入り、水中戦闘の優位を活用

しつつ、巨獣兵と一緒に敵を挟撃しようとする。

ダイア・ピラニア・スウォームは、巨獣兵の周囲を泳ぎ回りな

がら、巨獣兵が横滑りさせてくる敵を攻撃する。重傷の敵がいれば、

その敵へ攻撃を優先させる。

クオトアのピラニア使いは “ 水流 ” の地形に入らずに、はしけの

辺りから味方を巻き込まないように遠隔範囲攻撃を使う。そして状

況を見てピラニア・コマンドを使ってダイア・ピラニア・スウォー

ムを動かし、可能なら同じマスにいる敵を巨獣兵の攻撃しやすいと

ころに動かそうとする。

その後の展開
この戦闘に勝利したなら、いよいよ最後の戦闘になる。

PC たちは次の遭遇に向かう前に、水を吹きだし続ける 3 つの配

管を修復しようとするかも知れない。配管の修復には 10 分かかる。

このエリアの情報
　壁や扉の特性については前述の『ダム施設』の項を参照。
照明：明るい。

バルブ：バルブは高さ 5 フィートの遮断地形として扱う。各バル

ブは貯水池北側の 3 つの滝に対応している。バルブは開いた状

態になっている。

貯水池：岸から 30 フィートの辺りまでは、比較的浅い（水深 3

フィートほど）が、その先はいきなり深くなり、深さ 300 フィー

トほどになる。浅い部分は移動困難な地形であり、歩いて移動

可能だが、水中として扱う。浅い部分以外は通常の水中であり、

〈運動〉判定で泳ぐ必要がある。

船：普通のこぎ船（運搬重量 600 ポンド、hp30、AC3、頑健 10、

反応 2、水泳移動速度 4）。こんなもので船遊びをすれば、たち

まちダゴンの落とし子の餌食になってしまうだろう。

勝利ポイント
バルブを 3 つとも閉めた場合＋ 1。

配管を修復した場合＋ 1。
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遭遇レベル
8（1,750XP）／ 18（10,000XP）
セットアップ
ダゴンの落とし子（ダ）	 1 体

ここはダムの真上に設けられた通路である。壁には 10

フィートおきに窓がついており、水の流れ落ちる雄大な光景

を一望できる。通路は他の部屋と異なり泥や粘液で汚れてこ

そいないが、床の表面がまるで巨大な爪で引き裂かれたかの

ようにズタズタにされている。

水の音は衝撃として感じられるほどに大きく、ドドドドド

ド……という轟音以外何も聞こえないありさまである。ダム

の両端には水の流れがやや穏やかな個所があり、そこには水

中に延びていく長い階段がある

〈知覚〉
難易度 10：通路の床には各所にルーン文字の断片のような模様が

ある。

難易度：英 21 ／伝 28：白波を立てて流れる水面に、何か緑色の

太い縄のようなものが見えた気がする。しかし、それが見えた

場所には、その後いくら目をこらしても何も見つけられない。

水音があまりにも凄まじいため、このマップ上にいる間、PC た

ちは聴覚に基づく〈知覚〉判定に－ 10 のペナルティを受け、互い

に 10 フィート以上離れると音声での会話ができなくなる（秘石を

身につけていれば不便はないが）。

ここでは PC の誰か 1 人が、中央のプラットフォームに足を踏み

入れるか、ダムの浄化施設を修復し始めるまで、モンスターは現れ

ない。PC たちをマップの西端に配置して、自由に行動させてやろう。

バルブ室
ダムの両端には、船着き場にあったのと同じ大きなバルブが 3

つ並んだ部屋がある。西の部屋のバルブは貯水池南西の 3 つの滝に、

東の部屋のバルブは東側の 3 つの滝に対応している。

それぞれの部屋のバルブを閉めると、ダムの放水量を減るので、

ドワーフ軍の戦いを支援することになる。それぞれの部屋のバルブ

をすべて閉めるごとに勝利ポイントが＋ 1 ずつされる。

プラットフォーム
PC がプラットフォームに近づいたら、以下を読み上げる。

ここは貯水池の南端に設けられた、30 フィート四方のプ

ラットフォームだ。プラットフォームの周囲はものすごい勢

いで水が流れている。ダムの放水口は全開になっており、水

はそこに向かって渦を巻きながら吸い込まれて行く。

この場所にはひどく邪悪な気配がたちこめている。

プラットフォームの東西と北の端に、船着き場にあったの

と同じ大きなバルブが 3 つある。北側のバルブのそばには、

頑丈そうな宝箱が 1 つ置かれている。

遭遇 6：水中よりの恐怖
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戦闘開始

PC の誰かがプラットフォームの宝箱やバルブを調べようとする

か、ダムの通路に描かれたルーンの修復を開始したなら、水中に潜

んでいた “ ダゴンの落とし子 ” が攻撃してくる。以下を読み上げる

こと。

君たちが（宝箱、バルブ、ルーンの破損個所）に近づいた

とたん、いきなり水中から触手が襲いかかってくる。長さ数

十フィート、太さは巨人の胴体ほどもある触手が次々と張り

付き、打ち寄せる津波のごとき勢いでプラットフォームに這

い上がってきた。それは鮫とも蛇ともいえぬ魔物の頭部に、

無秩序に絡み合い、ねじくれ、のたうち回る、巨大な触手の

塊を付けたような怪物であった。

君たちは今まで感じたこともないほどの恐怖と戦慄がこみ

上げてくるのを感じた。

〈魔法学〉判定（難易度 20）に成功したキャラクターは、この

怪物がダゴンというデーモン・ロードに酷似していることに気付く

（無論、実物を見たことはないだろうが、伝え聞く異形の姿に似て

いるという意味で）。しかしこれはアスペクトではない。どんなに

高い結果が出たとしても、この怪物の正体はわからない。ただ、恐

らくはダゴンが自らの代行者としてこの世界に送り込んだ何かであ

ろうという、不確かな推測を立てることしかできないのだ。

イニシアチブをロールし、決戦を開始しよう。

戦術
ダゴンの落とし子はプラットフォームやダム上の通路には乗ら

ず、そこに隣接する水中から攻撃してくる。

落とし子は浄化施設を修復したり、プラットフォームのバルブ

を閉めようとする PC を狙って攻撃する。

最初のうち、落とし子はテンタクル・ブラストで PC を水中に落

として始末しようとするが、落ちた PC が “ バルドの秘石 ” の力で

瞬間移動するのを見ると、他の攻撃手段に切り替える。

PC が床のルーンを合計で 80 マス（全体の半分）以上修復すると、

落とし子はクローズ・オヴ・ザ・ディープとテンタクル・ブラスト

を攻撃に混ぜて、床を再び破壊しようとする。

ヒット・ポイントが最初に 3/4、1/2、1/4、1/8 以下（英雄級

の場合 234、156、78、39hp；伝説級の場合 450、300、150、

75hp）になった時点で、数体のクオトアの衛兵か番兵が増援とし

て現れる。衛兵と番兵は可能ならば途中で PC を攻撃しつつ、速や

かにダゴンの落とし子のもとに向かう。ダゴンの落とし子は彼らが

隣接するマスに入るたびにディヴァウア・サクリファイスを使用し

てヒット・ポイントを回復する。

ボババが生きている場合、3 ラウンド目から戦闘に参加してくる。

彼女はダゴンの落とし子の 5 ～ 10 マス以内の水中からハンド・ク

ロスボウで攻撃する。接近してくる敵がいれば、近接範囲攻撃を使っ

て牽制する。この遭遇での彼女は回復薬のような存在なので、ダゴ

ンの落とし子がブラッディ・ハンガーを使用する時に、雑魚どもと

一緒に貪り喰わせてしまうこと。

通路のルーン

ダム上の通路は幅 4 マス、長さ 40 マスある。PC たちは、通路

上で “ バルドの秘石 ” を使用することで、一定範囲の床を修復する

ことができる。必要なアクションと修復できる範囲は以下の通り。

◆マイナー・アクション：

　1 マス（自分が占めているマス）

◆標準アクション：

　“ 近接範囲・噴射 4 の範囲 ” または “ 遠隔範囲・爆発 1・10 マ

ス以内 ” の範囲を修復できる。

　アクション・ポイントを使用することで、追加のアクション

をとる代わりに “ 近接範囲・噴射 5” の範囲を修復できる。

修復に判定は必要ない。

修復されたマスは、床が綺麗な平面になり、表面にうっすらと

金色の光を放つ浄化のルーンが浮かび上がる。修復されたマスにい

る PC はすべての防御値とセーヴィング・スローに＋ 1 のボーナス

を得る。このボーナスは、合計で 80 マス（全体の半分）が修復さ

れた時点で＋ 2 に、120 マス（全体の 3/4）が修復された時点で

＋ 3 になる。このボーナスは PC が使用するすべてのボーナスと累

積する。

ルーンが修復された通路のマスは、クオトアの衛兵と番兵にとっ

て移動困難な地形となる。

通路のマスをすべて修復することに成功したなら、以下を読み

上げること。

君たちが最後のルーンを修復すると、床に描かれたすべて

のルーンが一斉に眩い黄金の光を放って輝き始める。水は青

く澄んだ清浄な色へと変わっていく。それとともに、水中か

ら何十匹ものクオトアがもがき苦しみながら浮かんできた。

あるものはそのまま流されて放水口に吸い込まれ、あるもの

は火のついた油の海にでも投じられたかのように水中で焼か

れて消滅していく。

“ 触手の王 ” は苦悶と怒りの咆哮を上げた。

この時点で PC は全員、回復力を 1 回使用したかのように hp を

回復し、すべての状態異常を終了させることができる。勝利ポイン

トを＋ 2 すること。

これ以後、床はダゴンの落とし子のクローズ・オヴ・ザ・ディー

プやテンタクル・ブラストで再破壊されなくなる。

また、これ以後出現する、増援の数を－ 2 すること。彼らの姿

は全身を火か酸でも浴びたように焼けただれた傷を負っているよう

に描写するといいだろう。数を減らした結果、出現数が 0 になっ

た場合は、クオトアたちが階段のところで力尽きて倒れ、消滅する

描写をいれてあげれば、プレイヤーたちの達成感は一層盛り上がる

はずだ。

プラットフォーム上のバルブ
西、東、北の 3 つのバルブは、ダムの放水口に対応している。

放水口が開いている間、対応する範囲の水流は――西（西端の 10

× 10 マス）、東（東端から 10 × 10 マス）、中央（中央の 20 ×
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10 マス）――は “ 水流 ” になる。

バルブを閉めると、対応する範囲の水中が “ 水流 ” でなくなり、

通路から水中に落ちてもダメージを受けなくなる。

ダゴンの落とし子は、戦闘を有利にするために、なるべく中央

のバルブを開いたままにしようとする。落とし子は 1 回の標準ア

クションとして、閉じたバルブを 1 つ開くことができる。

増援
ダゴンの落とし子の hp が一定の値まで減少すると、クオトアの

衛兵か番兵が増援として現れる。現れる数は、これまでの遭遇で得

た勝利ポイントによって決まる。

この時点で勝利ポイントは－ 4 ～＋ 7 の範囲になっているはず

だ。ここでさらに以下の修正を加える。

＋ 2 遭遇 1 の開始から 1 時間以内しか経っていない

＋ 1 遭遇 1 の開始から 2 時間以内しか経っていない

－ 1 遭遇 1 の開始から 4 時間以上経過した場合、および

以後 1 時間経過しているごとに

以上の修正を加えた、現時点での勝利ポイントの値を以下の表

で参照する。

勝利ポイント 出現数

＋ 9 以上 1d3

＋ 8 1d4

＋ 7 1d6

＋ 6 1d8

＋ 5 2d6

＋ 1 ～＋ 5 2d6 ＋ 2

± 0 以下 3d6

DM はダイスを 2 回ロールし、片方の出目に等しい数の増援をダ

ムの東の端の階段から、もう片方の出目の数を西の端の階段から出

現させること（端数の分は西の階段から出現する）。

増援は半分がクオトアの衛兵、もう半分がクオトアの番兵であ

る。端数が出た場合、その分はクオトアの衛兵になる。

なお、この遭遇に出現するクオトアの衛兵と番兵の XP はダゴン

の落とし子の XP に含まれている（何体倒しても遭遇の経験点は変

わらない）。

このエリアの情報

壁や扉の特性については前述の『ダム施設』の項を参照。
照明：明るい。

バルブ：バルブは高さ 5 フィートの遮断地形として扱う。秘石を

持っている PC は合計 3 回のマイナー・アクションを行なうこと

でバルブを 1 つ閉じることができる。ダゴンの落とし子は 1 回

の標準アクションとしてバルブ 1 つを再び開くことができる。

水中：強 制 移 動 に よ っ て 水 中 の マ ス に 移 動 さ せ ら れ た 場

合、 そ の ク リ ー チ ャ ー は 即 座 に 1 回 の セ ー ヴ ィ ン グ・ ス

ロ ー を 行 な う。 成 功 し た 場 合 は、 水 中 に 落 ち る 直 前 に

い た マ ス に 踏 み と ど ま る（『 プ レ イ ヤ ー ズ・ ハ ン ド ブ ッ

ク 』P.284 参 照 ）。 失 敗 し た 場 合 は、 水 中 に 落 下 す る。 

　プラットフォーム上のバルブが開いていると、各バルブに対

応する範囲の水中は “ 水流 ” になる。水流に落ちた場合、キャ

ラクターは水から脱出するまで毎ラウンド自分のターンの開

始時に 2d6 ＋ 5（英）／ 2d8 ＋ 7（伝）のダメージを受ける。 

　水面から通路までの高低差は 10 フィート（2 マス）ある。水

中に落ちたキャラクターは、ダムの両端にある階段まで泳いで

行くか、仲間にバルドの秘石のパワーを使って瞬間移動させて

もらう必要がある。

　ダゴンの落とし子は水流の影響を受けない。
宝箱：宝箱は大族長トアトアのものである。中身は 1,000gp（英）

／ 25,000gp（伝）である。金貨だけでは味気ないと思うなら、

合計金額が等価になるように芸術品や宝石、レシデュウムの塊

などを混ぜてもいいだろう（大抵のプレイヤーはどちらでも気

にしないだろうが）。

君たちが最後の一撃を加えると、怪物の触手は力を失い、その

巨体は水飛沫を上げて水中に没していく。まだダムの放水が止まっ

ていないなら、ダゴンの落とし子の死体は放水口に吸い込まれてい

ずこかに流れ去っていく。放水が止まっているなら、その死体は浄

化のルーンの力でゆっくりと分解されて黄金の光とともに消えてい

く。

PC たちが見事ダゴンの落とし子を倒した。おめでとう！

ここで勝利ポイントを集計しよう。普通は遭遇 6 の『増援』の

項で計算した値をそのまま使う。浄化のルーンを完全に修復してい

れば、その値に＋ 2 されていることをお忘れなく。このアドベン

チャーがどんな結末を迎えただろうか？：

勝利
君たちが最後のバルブを閉めると、ダムはしんと静まり返

る。そしてしばらくの静寂の後、下流から大きな歓声が響い

てくる。戦局は一変した。ドワーフ軍が反撃を開始したのだ！

戦闘はドワーフ軍の大勝利に終わる。ベオル王は浮き足だった

クオトアたちを殲滅し、大族長トアトアを討ち取る。クオトアども

がアイゼンブルクを襲うことは二度とないだろう。

冒険の結末
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＋ 11以上：考え得る限り最高の勝利。君たちが素速く完璧に任務

を達成したおかげで、ドワーフ軍はほとんど被害を出すことな

くクオトアを駆逐した。この武功は伝説となり、おそらくモラ

ディンやアストラル海の神々の耳にさえ届くだろう。いつか君

たちがモラディンと出会うことがあれば、彼は必ずや君の功績

を褒め称えてくれるに違いない。

＋ 8～ 10：ドワーフの歴史に残る大勝利。PC の偉業は周辺諸国

に知れ渡る。特にドワーフの PC の名は偉大な勇者の列に加えら

れ、ベオル王や有力者たちの大きな信任を得られるようになる。

＋ 6～ 7：勝利。被害は甚大だったが、アイゼンブルクは危機を

脱した。君たちの功績はアイゼンブルクの人々にいつまでも語

り継がれることだろう。ベオル王や有力者たちは君たちを信頼

し、貴族や上流階級であるかのように遇してくれるだろう。

＋ 4～ 5：辛勝。ドワーフ軍の被害は甚大で、大族長トアトアは

取り逃がしてしまう。クオトアたちは這々の体でアンダーダー

クに逃げ帰った。彼らが再起するにはまた千年以上の時が必要

になるだろう。危機は去った。PC たちは立派に任務をやり遂げ

たのだ。

敗北
君たちが最後のバルブを閉めると、ダムはしんと静まり返

る。下流の方からはクオトア軍の太鼓の音が不気味に響いて

くる。戦いはどうなったのだろうか？

＋ 2～ 3：戦闘は痛み分けとなる。クオトア軍をアンダーダーク

に追い返すことはできたが、ドワーフ軍も大きな痛手を受けて

おり追撃する力は残っていない。当面の危機は去ったが、戦争

は長く続くことになるだろう。

＋ 1：ドワーフ軍は大敗を喫する。ダムを奪回され、“ 触手の王 ”

を倒されたことで士気を喪失したクオトア軍が撤退しなかった

ら全滅していたに違いない。アイゼンブルクは水没を免れた―

―当面の間は。クオトア軍は隙を見てダムの奪還計画にとりか

かるだろう。それはまた別の物語となる。

＋ 0以下：すべては手遅れだった。ドワーフ軍は全滅し、ベオル

王も戦死してしまう。任務失敗である。DM は、PC たちだけは

地下道の水位が引いているうちに地上に脱出できたことにして

も良いが、アイゼンブルクはもう誰にも救うことはできない。

PC たちの失敗で滅びた都の物語は諸国に広まり、彼らの名は長

きに渡って不名誉な響きをもって語られることになるだろう。

注：PC たちが “ あまりにもうまくやりすぎた ” 場合――つまり、

秘石を奪回することもバルブを閉じたりすることもなく、一直

線にダゴンの落とし子に突き進んでこれを倒してしまった場合、

素晴らしい偉業を成し遂げたにも関わらず勝利ポイントが非常

に低くなってしまうことがある。その場合は、状況を勘案して

良いエンディングを迎えさせてあげよう。

後日談：謎の祠

PC たちが貯水池に潜って湖底を調べた場合、クオトアが建て

た異形の神をまつる祠を見つける。祠の周囲には、ドワーフの頭

蓋骨が数百人分、ピラミッドのような形に積み上げられている。

祠には “ 暁の戦 ” の時代よりも古い時代に作られたと思われる異

形の神の石像（どことなくダゴンに似ているが、違うようにも思

える）が収められている。石像は極めて頑丈で、アイゼンブルク

のドワーフたちでも破壊の方法がみつからないほどである。この

像の正体はクオトアたちでさえ知らない。DM はこれを後の冒険

の題材に取って置いてもいいし、厳重に護られた宝物庫からある

日忽然と消え失せてしまうことにしてもいい。

■クレジット／ Credit

5 レベルまたは 15 レベル・キャラクター用『危険水域』

著者：楯野恒雪と D&D 翻訳チーム

DTP : 上田 明（HobbyJAPAN）

HobbyJAPAN : ゲームジャパン編集部

 http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/

〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 2-15-8 新宿 Hobby ビル

カスタマーサービス TEL:03-5304-9286

ゲームジャパン編集部 TEL:03-5304-7602

受付時間 : 月～金 13:00 ～ 18:00( 土日祝日除く )

● ルールやシナリオの内容に関するご質問につきましては、お電話

ではお答えできません。お手紙、ユーザーサポートへの電子メール

（cardgame@hobbyjapan.co.jp）にてお寄せください。

● 本冊子に掲載のダンジョン・マップ、ハンドアウトなどについては

セッションに用いる個人的用途に限りコピーして使用できます。

● 本冊子そのもの、および掲載されたイラスト、図版、文章などの無

断転載、複写、複製ならびに、形態を問わず再配布を禁じます。

● 本アドベンチャーを含め、WotC による製作物の翻訳ではない場合、

公式なサプリメントに記述されていない設定、人物、クリーチャー、

事件、事象などは、オフィシャルなものではありません。
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クオトアの衛兵（衛）	 レベル 5　雑魚
中型・自然・人型（水棲）	 XP50
イニシアチブ＋2  感覚〈知覚〉 ＋3；暗視
hp：1;ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC18；頑健13、反応14、意志12
移動速度：6、水泳6 
mスピア（標準；無限回）◆［武器］
＋10 対 AC；4ダメージ
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語

【筋】12（＋3） 【敏】13（＋3） 【判】8（＋1）
【耐】12（＋3） 【知】10（＋2） 【魅】12（＋3）
装備：レザー・アーマー、ライト・シールド、スピア

クオトアの番兵（番）	 レベル 5　雑魚
中型・自然・人型（水棲）	 XP50
イニシアチブ＋3  感覚〈知覚〉＋1；暗視
hp：1;ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC17；頑健18、反応16、意志17
移動速度：6、水泳6 
mスピア（標準；無限回）◆［武器］
＋12 対 AC；4ダメージ
rジャヴェリン（標準；無限回）◆［武器］
遠隔10 ／ 20；＋12 対 AC；7ダメージ
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語
技能：〈運動〉＋10

【筋】16（＋5） 【敏】13（＋3） 【判】8（＋1）
【耐】12（＋3） 【知】8（＋1） 【魅】14（＋4）
装備：スピア、ジャヴェリン×3

クオトアの邪槍兵（邪）	 レベル 7	暴れ役
中型・自然・人型（水棲）	 XP300
イニシアチブ＋5  感覚〈知覚〉 ＋5；暗視
hp：99；重傷値：49
AC19；頑健21、反応19、意志19
移動速度：6、水泳6
mロングスピア（標準；無限回）◆［武器］
間合い2；＋10 対 AC；2d8＋5ダメージ
cフィーンディッシュ・スピア・スウィープ／邪槍の薙ぎ払い（標

準；ロングスピアが必要；再チャージ56）◆［武器］
近接範囲・爆発2；目標は敵のみ；＋8 対 反応；2d6＋2ダメージ、

目標は転倒して伏せ状態になる。ミス：半減ダメージ。
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語
技能：〈運動〉＋11

【筋】16（＋6） 【敏】15（＋5） 【判】14（＋5）
【耐】19（＋7） 【知】8（＋2） 【魅】10（＋3）
装備：ロングスピア 

クオトアの鞭令（鞭）	 レベル 6　制御役（指揮）
中型・自然・人型（水棲）	 XP250
イニシアチブ＋4  感覚〈知覚〉 ＋9；暗視
hp：71；重傷値：35
AC20；頑健18、反応17、意志17
移動速度：6、水泳6
mピンサー・スタッフ／ハサミ杖（標準；維持・標準；無限回）◆［武器］
間合い2；＋9  対  AC；1d8ダメージ、目標は（脱出するまで）つか
 まれる。目標がつかまれている間、クオトアの鞭令は攻撃を
 行なうためにピンサー・スタッフを使うことができない。
 つかみを維持すると、ピンサー・スタッフは目標に1d8ダメー

ジを与える。クオトアの鞭令は1回のマイナー・アクション
 で目標を解放することができ、その際に目標を間合い内のど

のマスへも横滑りさせることができる。
Rライトニング・ストライク／電撃（標準；無限回）◆［電撃］
遠隔10；＋8 対 反応 ；1d10＋2［電撃］ダメージ、目標はクオトア

の鞭令の次のターンの終了時まで盲目状態になる。
Aスライム・ヴォーテックス／粘液竜巻（標準；遭遇毎）
遠隔範囲・爆発4・20マス以内；目標は敵のみ；＋8 対 頑健 ；
 1d6＋2ダメージ、目標は攻撃ロールに－2のペナルティを受

け（セーヴ・終了）、さらに目標は3マス横滑りし、打ち倒され
 て伏せ状態となる。ミス：半減ダメージ、目標は1マス横滑り

する。
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語
技能：〈地下探険〉＋9、〈宗教〉＋8

【筋】12（＋4） 【敏】13（＋4） 【判】12（＋4）
【耐】15（＋5） 【知】10（＋3） 【魅】13（＋4）
装備：外套、ピンサー・スタッフ、頭冠

クオトアの監督官（監）	 レベル 5　遊撃役
中型・自然・人型（水棲）	 XP200
イニシアチブ＋6  感覚〈知覚〉 ＋6；暗視
hp：59；重傷値：29
AC19；頑健16、反応17、意志15
移動速度：6、水泳6
mスラム／叩きつけ（標準；無限回） 
＋10 対 AC；2d8＋1ダメージ
rクロスボウ（標準；無限回）◆［武器］
遠隔15 ／ 30；＋10 対 AC；1d8＋2ダメージ
Mリープ・キック／跳び蹴り（標準；無限回）
クオトアの監督官は2マスのシフトをし、1回のスラム攻撃を行な

う。
Mライトニング・フィスト／電撃の拳（標準；遭遇毎）◆［電撃］
＋8 対 反応 ；2d8＋1［電撃］ダメージ、目標は朦朧状態になる（セ

ーヴ・終了）
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語
技能：〈軽業〉＋9, 〈地下探険〉＋6

【筋】13（＋3） 【敏】14（＋4） 【判】9（＋1）
【耐】11（＋2） 【知】9（＋1） 【魅】10（＋2）
装備：レザー・アーマー、クロスボウとボルト20本

モンスター・データ（英雄級）
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クオトアの銛打ち（銛）	 レベル 5　兵士役
中型・自然・人型（水棲）	 XP200
イニシアチブ＋5  感覚〈知覚〉 ＋6；暗視
hp：60；重傷値：30
AC19；頑健17、反応17、意志15
移動速度：6、水泳6 
mハープーン／銛（標準；無限回）◆［武器］
＋11対AC；1d8＋1ダメージ、目標はつかまれ、（脱出するまで）継

続的ダメージ5を受ける。目標がつかまれている間、クオトア
 の銛打ちは攻撃を行なうためにハープーンを使うことができ

ない。
Rリーリング・ハープーン／巻き取り銛（標準；無限回）◆［武器］
遠隔5 ／ 10；＋11対AC；1d8＋1ダメージ、クオトアの銛打ちは同

じ目標に対して2次攻撃を行なう。2次攻撃：
 ＋9 対 頑健；1d8＋1ダメージ、目標は3マス引き寄せられる。
Mスティッキー・シールド／粘つく盾（即応・対応、自分に対する

敵の近接攻撃がミスした時；無限回）
クオトアの銛打ちは攻撃者に対して1回の攻撃を行なう；＋9 対 

反応；目標が使用していた武器は、目標のいるマスに落ちる。
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語

【筋】16（＋5） 【敏】12（＋3） 【判】8（＋1）
【耐】16（＋5） 【知】8（＋1） 【魅】10（＋2）
装備：レザー・アーマー、粘ついたライト・シールド、ハープーン

4本

ボババ（ボ）	 レベル 7　精鋭　奇襲役
中型・自然・人型（水棲）、クオトア	 XP600
イニシアチブ＋11  感覚〈知覚〉 ＋5；暗視
肺を焼く瘴気；オーラ2；このオーラ内に入るか、オーラ内で自分
 のターンを開始した、（水棲）キーワードを持たないすべての
 クリーチャーは、［毒］ダメージ5を受ける。
hp：128；重傷値：64
AC21；頑健19、反応23、意志18
セーヴィング・スロー：＋2
移動速度：6、水泳6 
アクション・ポイント：1
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
ボババは自分が戦術的優位を得ている目標に対するすべての近接

攻撃および遠隔攻撃において追加で2d6ダメージを与える。
mスピア（標準；無限回）◆［武器］
＋12対AC；2d6＋5ダメージ
rハンド・クロスボウ（標準；無限回）◆［武器］
遠隔10 ／ 20；＋13対AC；2d6＋5ダメージ
Cパラライジング・パウダー／麻痺粉（マイナー；遭遇毎）◆［毒］
近接範囲・爆発3；対象は敵のみ；＋10 対 頑健；ボババが小さな

角笛のようなものを吹くと、緑色の粉末が雲となって辺りに
 漂う。目標はボババの次のターンの終了時まで幻惑状態にな

る。
C スリッパリング・リキッド／足滑り液（マイナー；遭遇毎）
近接範囲・噴射3；目標は敵のみ；＋10対“反応”；ボババが胸に

さげた革袋を爪で破ると、そこから青い液体が吹き出してく
 る。目標は転倒して伏せ状態になり、ボババの次のターンの

終了時まで立ち上がることができない。
スモーク・ボトル／煙幕瓶（マイナー；遭遇毎）
近接範囲・爆発3；ボババが黒い瓶の栓を抜くと、たちまち黒雲が

湧き起こる。雲はボババを除くすべてのクリーチャーの視線
 を遮る。全身が雲の範囲内に入っているすべてのクリーチャ

ーは範囲外に出るまで盲目状態になる。
 この雲はボババの次のターンの終了時まで持続する。
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：無属性 言語：深淵語、共通語、ドワーフ語
技能：〈運動〉＋9、〈隠密〉＋12、〈宗教学〉＋9、〈盗賊〉＋12、
  〈魔法学〉＋9、〈歴史〉＋9
特技：《儀式執行者》

【筋】13（＋4） 【敏】19（＋7） 【判】14（＋5）
【耐】16（＋6） 【知】14（＋5） 【魅】8（＋2）
装備：レザー・アーマー、スピア、ハンド・クロスボウ

クオトアの大群（大）	 レベル 5	暴れ役
巨大・自然・人型（水棲、大群）	 XP200

イニシアチブ＋3  感覚〈知覚〉 ＋1
スウォーム・アタック／群がり攻撃；オーラ1；クオトアの大群

はフリー・アクションとして、オーラ内でターンを開始した
 敵すべてに対して、1回の基礎攻撃を行なう。
hp：74；重傷値：37
AC17；頑健19、反応17、意志16
完全耐性：近接攻撃および遠隔攻撃による強制移動
抵抗：近接攻撃および遠隔攻撃は半減ダメージ
脆弱性：近接範囲攻撃および遠隔範囲攻撃に対する脆弱性10
移動速度：6、水泳6、敵が占めているマスに入ったり、通り抜けた

りできる（この移動は機会攻撃を誘発しない）
mサヴェジ・モブ／数の勢い（標準；無限回）
＋8 対 AC；2d6＋4ダメージ、さらに目標は転倒して伏せ状態にな

る。
Aスウォーミング・ジャヴェリンズ

／降り注ぐジャヴェリン（標準；無限回）
遠隔範囲・爆発2・10マス以内；＋6対“反応”；1d10＋5ダメージ。
 効果範囲に味方を含んでいる場合、敵に対する攻撃ロールに

＋2のボーナスおよび＋2d8の追加ダメージを得る。
クラッシング・プレス／押し寄せる大群
クオトアの大群は伏せ状態のクリーチャーに対して近接攻撃をヒ

ットさせた場合に2d6の追加ダメージを与える。
スクウィージング・アヴァランチ／無理矢理押し通る
クオトアの大群は、“無理矢理入り込む”をしている場合でも移動

速度が減少せず、攻撃ロールに－5のペナルティを受けない
 （敵に戦術的優位は与える）。また、クオトアの大群は、自分の

ターンのいずれかの時点において、無理矢理入り込んだこと
 によって接敵面が縮小していた場合、縮小した接敵面に等し

い値のボーナスを、移動速度と近接攻撃のダメージに得る。
 たとえば、巨大サイズであるクオトアの大群の接敵面は通常4

（4×4マス）だが、幅2マスの通路に入り込んだために接敵面が
 2（2×2マス）になっている場合、このクオトアの大群は移動速

度が8になり、近接攻撃のダメージに＋2のボーナスを得る。
属性：悪 言語：深淵語

【筋】18（＋6） 【敏】15（＋4） 【判】8（＋1）
【耐】14（＋4） 【知】8（＋1） 【魅】12（＋3）

注：大群の接敵面内で転倒させられたキャラクターは立ち上が

るのが困難になる。『プレイヤーズ・ハンドブック』第９章 戦闘「戦

闘中のアクション－立ち上がる」を参照。

クオトアの巨獣兵（巨）	 レベル 5　精鋭　暴れ役
超大型・自然・人型（水棲）	 XP400
イニシアチブ＋5  感覚〈知覚〉 ＋3；暗視
hp：148；重傷値：74
AC17；頑健18、反応17、意志16
セーヴィング・スロー：＋2
移動速度：8、水泳8
アクション・ポイント：1
mクロー／爪（標準；無限回）
間合い3；＋8 対 AC；3d8＋4ダメージ、目標は転倒して伏せ状態

になる。
Mブラッドラスト・バイト／血に飢えた噛みつき（標準；無限回）
目標は重傷の敵のみ；＋8対AC；2d8＋4ダメージ、目標は3マス横

滑りし、継続的ダメージ5を受ける（セーヴ・終了）
Mスナッピング・バイツ／素速き噛みつき（標準；無限回）
クオトアの巨獣兵は2回の攻撃を行なう；＋8対AC；2d8＋4ダメ

ージ、目標は3マス横滑りする。
Cマインドレンディング・ロアー／心くじく咆哮

（フリー、最初に重傷になった時点；遭遇毎）◆［精神］、［雷鳴］
近接範囲・噴射5；＋6 対 意志；1d8＋3［精神］かつ［雷鳴］ダメージ、

目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）
属性：悪 言語：深淵語
技能：〈運動〉＋11

【筋】21（＋7） 【敏】16（＋5） 【判】13（＋3）
【耐】18（＋6） 【知】5（－1） 【魅】7（±0）
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クオトアのピラニア使い（使）	 レベル 6　砲撃役
中型・自然・人型（水棲）	 XP250
イニシアチブ＋5  感覚〈知覚〉 ＋9；暗視
hp：52；重傷値：26
AC18；頑健15、反応18、意志19
移動速度：6、水泳6 
mバイト／噛みつき（標準；無限回）
＋11対AC；1d6＋3ダメージ
Aサイキック・ファングズ／精神の牙（標準；無限回）◆［精神］
遠隔範囲・爆発1・10マス以内；＋9対“意志”；2d6＋3ダメージ
Aベイン・ライトニング／毒電撃

（標準；再チャージ56）◆［電撃］、［毒］
遠隔範囲・爆発3・20マス以内；＋9 対 頑健；1d6＋3［電撃］ダメ

ージ、目標は継続的［毒］ダメージ5を受ける（セーヴ・終了）。
Cサイキック・ウェイヴ／精神波（標準；遭遇毎）◆［精神］
近接範囲・爆発2；＋9 対 意志；3d6＋5［精神］ダメージ、目標は

減速状態になる（セーヴ・終了）。効果：クオトアのピラニア
 使いは移動速度に等しいマスのシフトを行なう。
ピラニア・コマンド／ピラニア支配（マイナー；無限回）
視界内のピラニア・スウォーム1体は1マスのシフトを行なう。ス

ウォームが1体のクリーチャーが占めているマスにいるなら、
 そのクリーチャーはそのスウォームと一緒に移動する。
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語、奈落語
技能：〈魔法学〉＋8, 〈自然〉＋9

【筋】7（＋1） 【敏】15（＋5） 【判】13（＋4）
【耐】10（＋3） 【知】10（＋3） 【魅】18（＋7）
装備：ライト・シールド

ダイア・ピラニア・スウォーム（ピ）　　レベル 5　遊撃役
中型・自然・野獣（水棲）	 XP200
イニシアチブ＋9  感覚〈知覚〉 ＋1
スウォーム・アタック／群がり攻撃；
オーラ1；ダイア・ピラニア・スウォームはフリー・アクション

として、オーラ内でターンを開始した敵すべてに対して、
 1回の基礎攻撃を行なう。
hp：62；重傷値：31
AC19；頑健17、反応20、意志14
完全耐性：近接攻撃および遠隔攻撃による強制移動
抵抗：近接攻撃および遠隔攻撃は半減ダメージ
脆弱性：近接範囲攻撃および遠隔範囲攻撃に対する脆弱性5
移動速度：水泳8、敵が占めているマスに入ったり、通り抜けたり

できる（この移動は機会攻撃を誘発しない）
mスウォーム・オヴ・トゥース／歯の群れ（標準；無限回）
＋10対AC；1d10＋4ダメージ、重傷の目標に対しては2d8＋7ダメ

ージ。
ディスパース／急速散開（即応・割込、近接攻撃

または遠隔攻撃のヒットを受けた時；遭遇毎）
スウォームはこの攻撃から1/4ダメージしか受けない。
属性：無属性 言語：――

【筋】8（＋1） 【敏】21（＋7） 【判】8（＋1）
【耐】14（＋4） 【知】1（－3） 【魅】9（＋1）

ダゴンの落とし子（ダ）	 レベル 8　単独　兵士役
巨大・元素・魔獣（水棲、デーモン）	 XP1,750
イニシアチブ：＋8 感覚〈知覚〉＋11；暗視
アイ・オヴ・ジ・アビス／アビスの眼：オーラ10；このオーラの

中でターンを開始した敵は3マス引き寄せられる。
hp：312；重傷値：156
AC22；頑健20、反応20、意志19
抵抗：選択式5（1遭遇に3回まで）
セーヴィング・スロー：＋5
移動速度：4、水泳8、瞬間移動8
アクション・ポイント：2
mテンタクル・ストライク／触手の打撃（標準；無限回）
間合い5；＋15対AC；2d6＋5ダメージ、さらにダゴンの落とし子

は目標を2マス横滑りさせる。
Cクローズ・オヴ・ザ・ディープ／深きものの爪（標準；無限回）
　近接範囲・爆発1；目標は敵のみ；＋13対“反応”；2d8＋5ダメ

ージ。効果：範囲内の床のルーンを破壊する。
Cドゥーム・ドローン／破滅へのいざない

（マイナー；再チャージ56）◆［精神］
　近接範囲・爆発10；目標は敵のみ；＋13 対 意志；2d6＋5［精神］

ダメージ、ダゴンの落とし子は目標を5マス引き寄せる。
Cフォーム・オヴ・マッドネス／狂気もたらす姿

（マイナー；再チャージ56）◆［精神］
　近接範囲・爆発10；目標は敵のみ；＋13 対 意志；2d6＋5［精神］

ダメージ、ダゴンの落とし子は目標を5マス横滑りさせる。
Cテンタクル・ブラスト／触手の衝撃波（標準；無限回）
　近接範囲・噴射4；＋15 対 AC；2d6＋5ダメージ、さらにダゴン

の落とし子は目標を2マス横滑りさせる。効果：範囲内の床
 のルーンを破壊する。
Aアビサル・タイズ／アビスの潮流（標準；無限回）◆［力場］
　遠隔範囲・爆発2・20マス以内；＋13対“反応”；2d6＋5［力場］

ダメージ、さらに目標は“減速状態”になる（セーヴ・終了）。
ディヴァウア・サクリファイス／生贄を貪る

（味方が隣接するマスに入った時点；無限回）◆［回復］
　ダゴンの落とし子は隣接するマスに入った、大型サイズ以下の

味方を触手で捕らえて貪り喰らう。喰われた味方は死亡する。
 ダゴンの落とし子は、喰った味方が“クオトアの衛兵”の場合

5hpを回復し、“クオトアの番兵”の場合は自分にかかってい
 るパワーの効果1つを取り除くことができる。それ以外の場

合は10＋味方のレベルに等しいhpを回復する（たとえばボバ
 バを食べると10＋7＝17hp回復する）。
ブラッディ・ハンガー／傷癒す暴食

（標準；遭遇毎；重傷時のみ使用可）◆［回復］
　ダゴンの落とし子は10マス以内にいる、大型サイズ以下の味方

すべてを触手で捕らえて貪り喰らう。喰われた味方は死亡す
 る。ダゴンの落とし子は、喰った味方が“クオトアの衛兵”の

場合1体につき5hpを回復し、“クオトアの番兵”の場合は自分
 にかかっているパワーの効果を1体につき1つ取り除くことが

できる。それ以外の場合は10＋味方のレベルに等しいhpを
 回復する（たとえばボババを食べると10＋7＝17hp回復する）。
属性：混沌にして悪 言語：共通語、奈落語、深淵語
技能：〈威圧〉＋12、〈看破〉＋11、〈交渉〉＋12、〈宗教〉＋14、
 〈魔法学〉＋14、〈歴史〉＋14

【筋】20（＋9） 【敏】14（＋6） 【判】14（＋6）
【耐】23（＋10） 【知】20（＋9） 【魅】17（＋7）
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クオトアの衛兵（衛）	 レベル 15　雑魚
中型・自然・人型（水棲）	 XP300
イニシアチブ＋9  感覚〈知覚〉 ＋11；暗視
hp：1;ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC28；頑健23、反応23、意志22
移動速度：6、水泳6 
mスピア（標準；無限回）◆［武器］
＋20 対 AC；6ダメージ
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語

【筋】14（＋9） 【敏】15（＋9） 【判】8（＋6）
【耐】14（＋9） 【知】10（＋7） 【魅】12（＋8）

装備：レザー・アーマー、ライト・シールド、スピア

クオトアの番兵（番）	 レベル 15　雑魚
中型・自然・人型（水棲）	 XP300
イニシアチブ＋11  感覚〈知覚〉＋8；暗視
hp：1;ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC27；頑健28、反応26、意志27
移動速度：6、水泳6 
mスピア（標準；無限回）◆［武器］
＋22 対 AC；6ダメージ
rジャヴェリン（標準；無限回）◆［武器］
遠隔10 ／ 20；＋22 対 AC；9ダメージ
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語
技能：〈運動〉＋17

【筋】21（＋12） 【敏】18（＋11） 【判】13（＋8）
【耐】17（＋10） 【知】13（＋8） 【魅】19（＋11）
装備：スピア、ジャヴェリン×3

クオトアの邪槍兵（邪）	 レベル 17	暴れ役
中型・自然・人型（水棲）	 XP1,600
イニシアチブ＋13 	感覚〈知覚〉 ＋12；暗視
hp：204；重傷値：102
AC29；頑健31、反応29、意志28
移動速度：6、水泳6 
mロングスピア（標準；無限回）◆［武器］
間合い2；＋20 対 AC；2d10＋8ダメージ
Cフィーンディッシュ・スピア・スウィープ／邪槍の薙ぎ払い

（標準；ロングスピアが必要；再チャージ56）◆［武器］
近接範囲・爆発2；目標は敵のみ；＋18 対 反応；2d8＋2ダメージ、

目標は転倒して伏せ状態になる。ミス：半減ダメージ。
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語
技能：〈運動〉＋18

【筋】21（＋13） 【敏】20（＋13） 【判】19（＋12）
【耐】24（＋15） 【知】13（＋9） 【魅】10（＋8）
装備：ロングスピア

クオトアの鞭令（鞭）	 レベル 16	制御役（指揮）
中型・自然・人型（水棲）	 XP1,400
イニシアチブ＋12  感覚〈知覚〉 ＋16；暗視
hp：156；重傷値：78
AC30；頑健28、反応27、意志27
移動速度：6、水泳6 
mピンサー・スタッフ／ハサミ杖

（標準；維持・標準；無限回）◆［武器］
間合い2；＋19 対 AC；1d8＋3ダメージ、目標は（脱出するまで）つ

かまれる。目標がつかまれている間、クオトアの鞭令は攻撃
 を行なうためにピンサー・スタッフを使うことができない。

つかみを維持すると、ピンサー・スタッフは目標に1d10ダメ
 ージを与える。クオトアの鞭令は1回のマイナー・アクショ

ンで目標を解放することができ、その際に目標を間合い内の
 どのマスへも横滑りさせることができる。
Rライトニング・ストライク／電撃（標準；無限回）◆［電撃］
遠隔10；＋18 対 反応；2d8＋5［電撃］ダメージ、目標はクオトア

の鞭令の次のターンの終了時まで盲目状態になる。
Aスライム・ヴォーテックス／粘液竜巻（標準；遭遇毎）
遠隔範囲・爆発4・20マス以内；目標は敵のみ；＋18 対 頑健；

1d10＋5ダメージ、目標は攻撃ロールに－2のペナルティを受
 け（セーヴ・終了）、さらに目標は3マス横滑りし、打ち倒され

て伏せ状態となる。ミス：半減ダメージ、目標は1マス横滑り
 する。
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語
技能：〈地下探険〉＋16、〈宗教〉＋15

【筋】17（＋11） 【敏】18（＋12） 【判】17（＋11）
【耐】20（＋13） 【知】15（＋10） 【魅】18（＋12）
装備：外套、ピンサー・スタッフ、頭冠

クオトアの監督官（監）	 レベル 15　遊撃役
中型・自然・人型（水棲）	 XP1,200
イニシアチブ＋13  感覚〈知覚〉 ＋14；暗視
hp：144；重傷値：72
AC29；頑健26、反応26、意志25
移動速度：6、水泳6
mスラム／叩きつけ（標準；無限回） 
＋20 対 AC；2d10＋3ダメージ
rクロスボウ（標準；無限回）◆［武器］
遠隔15 ／ 30；＋20 対 AC；1d8＋4ダメージ
M リープ・キック／跳び蹴り（標準；無限回）
クオトアの監督官は2マスのシフトをし、1回のスラム攻撃を行な

う。
M ライトニング・フィスト／電撃の拳（標準；遭遇毎）◆［電撃］
＋18対 反応；3d6＋3［電撃］ダメージ、目標は朦朧状態になる（セ

ーヴ・終了）
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語
技能：〈軽業〉＋16、〈地下探険〉＋14

【筋】18（＋11） 【敏】19（＋11） 【判】14（＋9）
【耐】16（＋10） 【知】14（＋9） 【魅】15（＋9）
装備：レザー・アーマー、クロスボウとボルト20本

モンスター・データ（伝説級）
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クオトアの銛打ち（銛）	 レベル 15　兵士役
中型・自然・人型（水棲）	 XP1,200
イニシアチブ＋12 	感覚〈知覚〉 ＋13；暗視
hp：145；重傷値：72
AC29；頑健27、反応27、意志25
移動速度：6、水泳6 
mハープーン／銛（標準；無限回）◆［武器］
＋21 対 AC；1d8＋3ダメージ、目標はつかまれ、（脱出するまで）

継続的ダメージ5を受ける。目標がつかまれている間、クオト
 アの銛打ちは攻撃を行なうためにハープーンを使うことがで

きない。
Rリーリング・ハープーン／巻き取り銛（標準；無限回）◆［武器］
遠隔5 ／ 10；＋21 対 AC；1d8＋3ダメージ、クオトアの銛打ちは

同じ目標に対して2次攻撃を行なう。
	 2次攻撃：＋19 対 頑健；1d8＋1ダメージ、目標は3マス引き

寄せられる。
Mスティッキー・シールド／粘つく盾

（即応・対応、自分に対する敵の近接攻撃がミスした時；無限回）
クオトアの銛打ちは攻撃者に対して1回の攻撃を行なう；＋19 対 

反応；目標が使用していた武器は、目標のいるマスに落ちる。
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語

【筋】17（＋10） 【敏】17（＋10） 【判】13（＋8）
【耐】17（＋10） 【知】13（＋8） 【魅】15（＋9）
装備：レザー・アーマー、粘ついたライト・シールド、ハープーン

4本

ボババ（ボ）	 レベル 17　精鋭　奇襲役
中型・自然・人型（水棲）、クオトア	 XP3,200
イニシアチブ＋20  感覚〈知覚〉 ＋17；暗視
肺を焼く瘴気；オーラ2；このオーラ内に入るか、オーラ内で自分

のターンを開始した、（水棲）キーワードを持たないすべての
 クリーチャーは、［毒］ダメージ5を受ける。
hp：252；重傷値：126
AC31；頑健29、反応30、意志29
抵抗：［電撃］10、［雷鳴］10
セーヴィング・スロー：＋2 
移動速度：6、水泳6 
アクション・ポイント：1
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
　ボババは自分が戦術的優位を得ている目標に対するすべての近

接攻撃および遠隔攻撃において追加で2d6ダメージを与える。
mスピア（標準；無限回）◆［武器］
＋22 対 AC；2d8＋7ダメージ
rハンド・クロスボウ（標準；無限回）◆［武器］
遠隔10 ／ 20；＋22 対 AC；2d8＋7ダメージ
Cパラライジング・パウダー／麻痺粉（マイナー；遭遇毎）◆［毒］
近接範囲・爆発3；対象は敵のみ；＋20対“頑健”；ボババが小さ

な角笛のようなものを吹くと、緑色の粉末が雲となって辺り
 に漂う。目標はボババの次のターンの終了時まで幻惑状態に

なる。
Cスリッパリング・リキッド／足滑り液（マイナー；遭遇毎）
近接範囲・噴射5；目標は敵のみ；＋20 対 反応；ボババが胸にさ

げた革袋を爪で破ると、そこから青い液体が吹き出してくる。
 目標は転倒して伏せ状態になり、ボババの次のターンの終了

時まで立ち上がることができない。
スモーク・ボトル／煙幕瓶（マイナー；遭遇毎）
近接範囲・爆発3；ボババが黒い瓶の栓を抜くと、たちまち黒雲が

湧き起こる。雲はボババを除くすべてのクリーチャーの視線
 を遮る。全身が雲の範囲内に入っているすべてのクリーチャ

ーは範囲外に出るまで盲目状態になる。
 この雲はボババの次のターンの終了時まで持続する。
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：無属性 言語：深淵語、共通語
技能：〈運動〉＋17、〈隠密〉＋21、〈宗教学〉＋17、〈盗賊〉＋21、
 〈魔法学〉＋17、〈歴史〉＋17
特技：《儀式執行者》

【筋】18（＋12） 【敏】27（＋16） 【判】19（＋12）
【耐】18（＋12） 【知】19（＋12） 【魅】13（＋9）

装備：レザー・アーマー、スピア、、ハンド・クロスボウ、ストーム
ウォーカーズ・クローク（『プレイヤーズ・ハンドブック』

 第７章 装備品「魔法のアイテムー首スロットのアイテム」参
照）

クオトアの大群（大）	 レベル 15	暴れ役
巨大・自然・人型（水棲、大群）	 XP1,200
イニシアチブ＋11 感覚〈知覚〉 ＋8
スウォーム・アタック／群がり攻撃；オーラ1；クオトアの大群

はフリー・アクションとして、オーラ内でターンを開始した
 敵すべてに対して、1回の基礎攻撃を行なう。
hp：179；重傷値：89
AC27；頑健29、反応27、意志26
完全耐性：近接攻撃および遠隔攻撃による強制移動
抵抗：近接攻撃および遠隔攻撃は半減ダメージ
脆弱性：近接範囲攻撃および遠隔範囲攻撃に対する脆弱性10
移動速度：6、水泳6、敵が占めているマスに入ったり、通り抜けた

りできる（この移動は機会攻撃を誘発しない）
mサヴェジ・モブ／数の勢い（標準；無限回）
＋18 対 AC；2d8＋6ダメージ、さらに目標は転倒して伏せ状態に

なる。
Aスウォーミング・ジャヴェリンズ／降り注ぐジャヴェリン

（標準；無限回）
遠隔範囲・爆発2・10マス以内；＋16 対 反応；2d6＋6ダメージ。
 効果範囲に味方を含んでいる場合、敵に対する攻撃ロールに

＋2のボーナスおよび＋3d8の追加ダメージを得る。
クラッシング・プレス／押し寄せる大群
クオトアの大群は伏せ状態のクリーチャーに対して近接攻撃をヒ

ットさせた場合に2d6の追加ダメージを与える。
スクウィージング・アヴァランチ／無理矢理押し通る
クオトアの大群は、“無理矢理入り込む”をしている場合でも、移動

速度が減少せず、攻撃ロールに－5のペナルティを受けない
 （敵に戦術的優位は与える）。また、クオトアの大群は、自分の

ターンのいずれかの時点において、無理矢理入り込んだこと
 によって接敵面が縮小していた場合、縮小した接敵面に等し

い値のボーナスを、移動速度と近接攻撃のダメージに得る。
 たとえば、巨大サイズであるクオトアの大群の接敵面は通常4

（4×4マス）だが、幅2マスの通路に入り込んだために接敵面が
 2（2×2マス）になっている場合、このクオトアの大群は移動速

度が8になり、近接攻撃のダメージに＋2のボーナスを得る。
属性：悪 言語：深淵語

【筋】23（＋13） 【敏】20（＋12） 【判】13（＋8）
【耐】19（＋11） 【知】13（＋8） 【魅】17（＋10）

注：大群の接敵面内で転倒させられたキャラクターは立ち上が
るのが困難になる。『プレイヤーズ・ハンドブック第４版』第９章
戦闘「立ち上がる」を参照。

クオトアの巨獣兵（巨）	 レベル 15　精鋭　暴れ役
超大型・自然・人型（水棲）	 XP2,400
イニシアチブ＋12  感覚〈知覚〉 ＋11；暗視
hp：358；重傷値：179
AC27；頑健28、反応27、意志26
セーヴィング・スロー：＋2 
移動速度：8、水泳8
アクション・ポイント：1
mクロー／爪（標準；無限回）
間合い3；＋18 対 AC；3d8＋6ダメージ、目標は転倒して伏せ状態

になる。
Mブラッドラスト・バイト／血に飢えた噛みつき（標準；無限回）
目標は重傷の敵のみ；＋18 対 AC；3d8＋6ダメージ、目標は3マス

横滑りし、継続的ダメージ10を受ける（セーヴ・終了）
Mスナッピング・バイツ／素速き噛みつき（標準；無限回）
クオトアの巨獣兵は2回の攻撃を行なう；＋18 対 AC；3d8＋6ダ

メージ、目標は3マス横滑りする。
Cマインドレンディング・ロアー／心くじく咆哮
 （フリー、最初に重傷になった時点；遭遇毎）◆［精神］、［雷鳴］
近接範囲・噴射5；＋16 対 意志；1d8＋5［精神］かつ［雷鳴］ダメ

ージ、目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）
属性：悪 言語：深淵語
技能：〈運動〉＋18

【筋】23（＋13） 【敏】21（＋12） 【判】18（＋11）
【耐】19（＋11） 【知】5（＋4） 【魅】7（＋5）
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クオトアのピラニア使い（使）	 レベル 16　砲撃役
中型・自然・人型（水棲）	 XP1,400
イニシアチブ＋13  感覚〈知覚〉 ＋17；暗視
hp：117；重傷値：58
AC28；頑健25、反応28、意志29
移動速度：6、水泳6 
mバイト／噛みつき（標準；無限回）
＋21 対 AC；1d10＋6ダメージ
Aサイキック・ファングズ／精神の牙（標準；無限回）◆［精神］
遠隔範囲・爆発1・10マス以内；＋19 対 意志；2d6＋6ダメージ
Aベイン・ライトニング／毒電撃

（標準；再チャージ56◆［電撃］、［毒］
遠隔範囲・爆発3・20マス以内；＋19 対 頑健；1d10＋6［電撃］ダ

メージ、目標は継続的［毒］ダメージ10を受ける（セーヴ・終了）。
Cサイキック・ウェイヴ／精神波（標準；遭遇毎）◆［精神］
近接範囲・爆発2；＋19 対 意志；3d10＋7［精神］ダメージ、目標

は減速状態になる（セーヴ・終了）。
効果：クオトアのピラニア使いは移動速度に等しいマスのシフト

を行なう。
ピラニア・コマンド／ピラニア支配（マイナー；無限回）
視界内のピラニア・スウォーム1体は1マスのシフトを行なう。ス

ウォームが1体のクリーチャーが占めているマスにいるなら、
 そのクリーチャーはそのスウォームと一緒に移動する。
スリック・マヌーヴァー／ぬるぬる移動（移動；無限回）
敵に隣接するクオトアは、その敵に隣接するどのマスへもシフト

することができる。
属性：悪 言語：深淵語、奈落語
技能：〈魔法学〉＋15、〈自然〉＋17

【筋】12（＋9） 【敏】20（＋13） 【判】18（＋12）
【耐】15（＋10） 【知】15（＋10） 【魅】23（＋14）

装備：ライト・シールド

ダイア・ピラニア・スウォーム（ピ）　　レベル 15	遊撃役
中型・自然・野獣	 XP1,200
イニシアチブ＋17  感覚〈知覚〉 ＋8
スウォーム・アタック／群がり攻撃；
オーラ1；ダイア・ピラニア・スウォームはフリー・アクション

として、オーラ内でターンを開始した敵すべてに対して、
 1回の基礎攻撃を行なう。
hp：147；重傷値：73
AC29；頑健27、反応30、意志24
完全耐性：近接攻撃および遠隔攻撃による強制移動
抵抗：近接攻撃および遠隔攻撃は半減ダメージ
脆弱性：近接範囲攻撃および遠隔範囲攻撃に対する脆弱性10
移動速度：水泳8、敵が占めているマスに入ったり、通り抜けたり

できる（この移動は機会攻撃を誘発しない）
mスウォーム・オヴ・トゥース／歯の群れ（標準；無限回）
＋20 対 AC；2d8＋6ダメージ、重傷の目標に対しては3d8＋7ダメ

ージ。
ディスパース／急速散開（即応・割込、

近接攻撃または遠隔攻撃のヒットを受けた時；遭遇毎）
スウォームはこの攻撃から1/4ダメージしか受けない。
属性：無属性 言語：――

【筋】13（＋8） 【敏】26（＋15） 【判】13（＋8）
【耐】19（＋11） 【知】1（＋2） 【魅】9（＋6）

ダゴンの落とし子（ダ）	 レベル 18　単独　兵士役
巨大・元素・魔獣（水棲、デーモン）	 XP10,000
イニシアチブ：＋15 感覚〈知覚〉＋18；暗視
アイ・オヴ・ジ・アビス／アビスの眼：オーラ10；このオーラの

中でターンを開始した敵は3マス引き寄せられる。
hp：601；重傷値：300
AC32；頑健30、反応30、意志29
抵抗：選択式10（1遭遇に3回まで）
セーヴィング・スロー：＋5
移動速度：4、水泳8、瞬間移動8
アクション・ポイント：2
mテンタクル・ストライク／触手の打撃（標準；無限回）
間合い5；＋25 対 AC；3d8＋7ダメージ、さらにダゴンの落とし子

は目標を2マス横滑りさせる。
Cクローズ・オヴ・ザ・ディープ／深きものの爪（標準；無限回）
　近接範囲・爆発1；目標は敵のみ；＋23 対 反応；2d12＋7ダメ

ージ。効果：範囲内の床のルーンを破壊する。
Cドゥーム・ドローン／破滅へのいざない

（マイナー；再チャージ56）◆［精神］
　近接範囲・爆発10；目標は敵のみ；＋23 対 意志；2d8＋7［精神］

ダメージ、ダゴンの落とし子は目標を5マス引き寄せる。
 さらに目標は朦朧状態になる（セーヴ・終了）。
Cフォーム・オヴ・マッドネス／狂気もたらす姿

（マイナー；再チャージ56）◆［精神］
　近接範囲・爆発10；目標は敵のみ；＋23 対 意志；2d8＋7［精神］

ダメージ、ダゴンの落とし子は目標を5マス横滑りさせる。
 さらに目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。
Cテンタクル・ブラスト／触手の衝撃波（標準；無限回）
　近接範囲・噴射4；＋25 対 AC；3d6＋7ダメージ、さらにダゴン

の落とし子は目標を2マス横滑りさせる。
 効果：範囲内の床のルーンを破壊する。
Aアビサル・タイズ／アビスの潮流

（標準；無限回）◆［瞬間移動］、［力場］
　遠隔範囲・爆発3・20マス以内；＋23 対 反応；2d8＋7［力場］

ダメージ、さらに目標は“減速状態”になる（セーヴ・終了）。
 効果：ダゴンの落とし子は5マス瞬間移動する。
スレトニング・リーチ／機会攻撃の間合い
　ダゴンの落とし子は自分から4マス以内の敵に対して機会攻撃

ができる。
ディヴァウア・サクリファイス／生贄を貪る

（味方が隣接するマスに入った時点；無限回）◆［回復］
　ダゴンの落とし子は隣接するマスに入った、大型サイズ以下の

味方すべてを触手で捕らえて貪り喰らう。喰われた味方は死
 亡する。ダゴンの落とし子は、喰った味方が“クオトアの衛兵”

の場合10hpを回復し、“クオトアの番兵”の場合は自分にかか
 っているパワーの効果1つを取り除くことができる。それ以

外の場合は10＋味方のレベルに等しいhpを回復する（たとえ
 ばボババを食べると10＋17＝27hp回復する）。
ブラッディ・ハンガー／傷癒す暴食

（標準；遭遇毎；重傷時のみ使用可）◆［回復］
　ダゴンの落とし子は10マス以内にいる、大型サイズ以下の味方

すべてを触手で捕らえて貪り喰らう。喰われた味方は死亡す
 る。ダゴンの落とし子は、喰った味方が“クオトアの衛兵”の

場合1体につき5hpを回復し、“クオトアの番兵”の場合は自分
 にかかっているパワーの効果を1体につき1つ取り除くことが

できる。それ以外の場合は10＋味方のレベルに等しいhpを
 回復する（たとえばボババを食べると10＋17＝27hp回復す

る）。
属性：混沌にして悪 言語：共通語、奈落語、深淵語
技能：〈威圧〉＋20、〈看破〉＋18、〈交渉〉＋20、〈宗教〉＋21、
 〈魔法学〉＋21、〈歴史〉＋21

【筋】22（＋15） 【敏】19（＋13） 【判】19（＋13）
【耐】25（＋16） 【知】25（＋16） 【魅】22（＋15）
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