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自分のターンを行なう
　邪悪なエルフは、恐ろしい破壊の力を得るため、２人の

無垢な子どもを犠牲にしようとしている。
　邪悪なエルフの恐ろしい計画を、英雄たちは阻止できる

のだろうか？

このアドベンチャーの遊び方
　この冒険は、シャドウハントの霊廟と呼ばれる薄気味の悪い地下墳
墓を巡る、4つの遭遇を提供する。
　ダンジョン・マスター（DM）は、アドベンチャー全体を読んで、内容を
よく理解しておくこと。
	 「アドベンチャーの背景」「アドベンチャーの準備」そして「アドベン
チャーの要約」にはそれぞれ、プレイヤー・キャラクターたちが何をす
べきで、なにが起きるのかを記述してある。

　潜在的な同盟者について記された項目には、物語の進み方に興味深
いひと捻りを加えることが書かれている。賢いプレイヤーたちは、不倶
戴天の敵を役立つ味方に変えることが可能であるからである。

遭遇の読み方
　このアドベンチャーにある各遭遇の冒頭で、遭遇のレベル（それがど
の程度の難易度であるかを示す）と、それに打ち勝ったパーティーに与
えられるXP（遭遇による経験点の報酬）を確認できるだろう。

　高レベルの遭遇は、低レベルの遭遇より、PCたちが多くの経験値
（XP）を得るのにふさわしいが、より危険でもある。レベル1の遭遇は、
1レベル・キャラクターによるパーティーでもあまり多くの困難を伴わ
ずに、乗り越えることができるはずである。
　PCグループが遭遇に打ち勝った後には、その遭遇を解決したことに
よるXP報酬を分け合うことになる。遭遇1を、PC5人のパーティーで
勝利したとすれば、各キャラクターはそれぞれ	100	XP（500	XPの5分
の1）を得る。
	
　多くの遭遇は、DMが声を出して読み上げる部分	―	斜体で記述さ
れている	―	を含んでいる。君はこのフレーバーを、プレイヤーたちが
遭遇に導かれたその時、読んで聞かせるとよい。それは、パーティーが
最初に部屋に入る時であるかもしれないし、または他のイベントが起こ
る時であるかもしれない。
	
　「エリアの特徴」というタイトルの項目は、そこにある構造物や奇異な
特徴という情報を含んでいる。この情報のほとんどは、プレイヤーが尋
ねたなら公開されるべき情報であるが、遭遇によっては特別な形でDM
から話すことになるだろう。

　それぞれの遭遇はまた、そこにいるモンスターがどのようなもので、ど
う行動するかについての説明をしている。この項目は、モンスターに設
定されているゲームデータとして、戦術や特殊な情報も説明する。

モンスターの戦術ブロックの読み方
　アドベンチャーに登場する各クリーチャーは、決まった書式で記述さ
れたゲームデータを持っている。ゲームにおけるすべてのモンスター
はそれぞれ別個の存在である一方で、すべてのモンスターは、特定の
戦闘での行動傾向を共有していれば、同じように行動する。

　リストの最上段は、モンスターの名称、レベル、およびその役割であ

る。例えば、遭遇1におけるシャドウ・スピリットは、レベル４の奇襲役	
である。
　これはモンスターがどれくらい頑丈で（レベルが高いほどモンスター
はより強力である）、戦闘においてどのように行動するかを示している。
　君がアドベンチャーを運営するとき、これらの情報について心配する
必要はない。―	それぞれの遭遇には、登場するモンスターの戦術が
要約してある。―	それでも、モンスターの役割についてもっと読みたい
ならば『ダンジョン・マスターズ・ガイド第4版』を見ること。

　その次の行は、もしあればモンスターの大きさ、起源、種別、およびそ
の副種別を提示する。君はおそらく、遭遇を処理する時にはこの情報
は必要としない。
　モンスターを打ち破ることによるXP（経験値の報酬）は、この項でま
た記述されるが、それらはすでにアドベンチャー冒頭に書かれた、“遭
遇によるXP”に加算ずみである。

　戦闘開始を宣言したら、DMは、モンスターごとにd20（20面ダイス）
をロールし、モンスターのイニシアチブ値を加算すること。

　“感覚”の行には、モンスターが備えている任意の特別な感覚（モンス
ターが登場したなら、これらは遭遇で個別に説明される）だけでなく、
〈知覚〉判定の結果（モンスターが、見て、聞いて、あるいは他の感覚で
認識しようとする際には、いつでもd20ロールにこの値が加算される）
が含まれている。

　モンスターのヒット・ポイント(hp)は、キャラクターたちがモンスター
を打ち破るために、どれくらいダメージを与える必要があるかを示す。
　この値の半分（端数切り上げ）が、そのモンスターの“重傷”となる値で
ある。モンスターが	重傷	になった時、そのモンスターは行動が変化し
たり、いくつかのパワーは	重傷	にした相手を目標にすると効果が変化
したりする。
　戦闘を解決する際、彼らが、重傷	になった敵に対して有益な、特別な
パワーを持っている場合に（そして、彼らに、モンスターがもうすぐ倒さ
れそうだと知らせるためにも）、いつモンスターが	重傷	になったかを君
はプレイヤーに教えるべきである。

　モンスターのAC（アーマークラス）、頑健防御値、反応防御値、意志防
御値は、キャラクターが攻撃を命中させるためのロールで必要な目標
値を示す。

　モンスターの移動力とは、それが通常の移動アクションによって、いく
つのマスを移動できるかを示す。1回の移動アクションで移動する代わ
りに、モンスターはほんの１マスを動くことにしてもよい；これは、シフ
トと呼ばれ、通常の移動のような機会攻撃の誘発はしない。

　モンスターはまた、１回かそれ以上の攻撃を行う。どのような攻撃か
は、それがどんな種類の攻撃であるかを表すアイコンで示されている：
	近接攻撃。クリーチャーは隣接したマスにいるいずれの敵に対しても、
近接攻撃をすることができる。いくつかの近接攻撃は を持ってい
る；これは、その攻撃が近接基礎攻撃であることを意味し、機会攻撃
時、突撃攻撃時、そのほかモンスターが近接基礎攻撃を必要とする
時にはこの攻撃を使用することを意味している。

	遠隔攻撃。モンスターは、遠隔攻撃が届く範囲に収めている敵のうち、
いずれか１人に、遠隔攻撃を行うことができる。遠隔攻撃をするこ
とは、モンスターと隣接している敵からの機会攻撃を誘発する。いく

つかの遠隔攻撃は を持っている；これは、それらが基礎攻撃であ
ることを意味し、モンスターが、遠隔基礎攻撃をする必要がある時は、
いつでも使うことができることを意味する。

シャドウハントの霊廟
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	近接範囲攻撃。近接範囲攻撃は、攻撃者から投射される、ある種類
のエネルギーか、または他の効果を表している。それは、攻撃範囲
にいる各クリーチャー（敵味方とも）を攻撃する。

　近接範囲攻撃は、爆発（君の近接攻撃範囲内のすべてのクリー
チャーに影響する）か、噴射（高さ、幅、長さが同じ立方体の内に収ま
るすべてのクリーチャーに影響する）のどちらかである。
 遠隔範囲攻撃。遠隔範囲攻撃は、離れたマスと周囲を満たす魔法
的な効果を生む。このアドベンチャーにおける遠隔範囲攻撃の効果
範囲はすべて“爆発”型であり、それはマスに収まっている目標だけで
なく、目標に含まれるマス全体に効果が及ぶことを意味している。た
だ近接範囲での“爆発”とは異なり、術者から放射される代わりに、術
者が選択したマスを含めた正方形の範囲となる。

　アイコンの後に攻撃の名称（シャドウ・タッチ 	など）がある。
　攻撃をするために必要とされるアクション（通常は標準アクション）と、
モンスターがその攻撃を何回使うことができるのかが、攻撃の名前の
後の括弧の中に示されている。無限回の攻撃は、モンスターが望むだ
け（必要とされるアクションを消費できる限りは）使うことができる攻撃
である。遭遇毎の攻撃は、1回の遭遇ごとに1回だけ使うことができる。
もしモンスターが遭遇を生き延びたなら、（ちょうどプレイヤー・キャラ
クターのように）約5分の休息後に、すべての遭遇毎の攻撃が未使用状
態に戻る。
　いくつかの遭遇毎の攻撃は、その後で再チャージされる出目を含む
ものがある。モンスターがこれらの能力の1つを使った後に、それぞれ、
そのモンスターのターンの開始時点で1d6をロールする。結果が再
チャージのために示された数と同じか、それ以上ならば、そのモンス
ターが休憩を取ったかのように、モンスターはそのパワーを取り戻す。

　攻撃の行の2行目は、攻撃の修正値（モンスターが攻撃した際のd20
ロールに加えられる値）で、君が防御力と比較する結果であり、攻撃の
命中の効果である。この効果は多くの場合、与えられるダメージの点数
と種別（たとえば、2d6＋2の［死霊］ダメージなど）を示し、また1つ以
上の特殊な効果を含むこともある。

	 すべてのモンスターは属性を持っており、1つかそれ以上の言語を
話したり、理解することができる可能性がある。並はずれた才能を持つ
モンスターが1つ以上の技能を持っているならば、それぞれの技能ごと
に、技能判定の最終的な修正値が記載される。

　最後に、モンスターの能力値は、基本能力値があり、基本能力値から
算出される修正値と能力値判定のための判定修正値が括弧の中に記
載されている。プレイにおいては、君はおそらく実際の基本能力値の
数値、または基本能力ごとの修正値は使わないだろう。
　だがモンスターが、上で提示されないような技能判定を行うことを求
められるならば、最終的な判定修正値（すべての判定がそうであるよう
に、モンスター・レベルの半分を含む）を使うかもしれない。
（編注：日本で開催されたD&D	Game	Day2008に用いられた当アドベ
ンチャーでは、能力値に対する修正値と、モンスター・レベルの半分を
加算した“判定修正値”を併記していましたが、『シャドウフェル城の影』
以後の製品におけるモンスター・データの表記に沿い、このダウンロー
ド版では基本能力値と、モンスター・レベルの半分を合計した判定修
正値のみの記載としました。）

　これらの基本的なデータに加え、他のさまざまな情報の一部が、デー
タ・ブロックに登場するかもしれない。これらは常に遭遇で説明され
るか、詳細については基本ルールブックの中で、用語解説を参照するこ
とができる。『モンスター・マニュアル第4版』には、どのようにデータ・
ブロックを読むかについてのより多くの情報が記載されている。

アドベンチャーの背景
　今の世は、広大な暗闇の海である。断続的に襲ってくる危険の波間に、
時おりかすかな光が不安定にまたたく。とはいえ過去には、強力な帝
国が膨大な地域を支配し、平和と繁栄を文明化した人々にもたらした
時代もあった。ほとんどの場合、帝国という強大な組織の常で、中心部
の腐敗が内部から帝国を侵食し、不屈の精神を堕落させ、破滅への道
を一直線に辿っていくこととなる。だがヒューマンの帝国であるバイル・
トゥラス（九層地獄との間に協定を結び、ティーフリング種族を生み出し
た）の場合は、それを示す証拠がどこにもない。
　バイル・トゥラスの没落の理由はいくら議論を尽くしても結論が出な
い。しかし、帝国の没落を地獄との協定が原因とは考えず、むしろ適切
に協定をコントロールし、処理する能力が不足していただけなのだと考
える野心的な者が多数いた。
　裏切り者の邪悪なエルフであるヘルベクは、そのようなクリーチャー
の1人である。
　ヘルベクは、バイル・トゥラスの古代の力を使いこなす力が自らにあ
ると確信しているだけでなく、そうすることが彼の運命であると信じてい
る。そして彼は冒険を通して、自らの運命を試すための道具を獲得した。
　ヘルベクは、古代のバイル・トゥラスの力の在処を明らかにするのみ
ならず、その守護者を彼の意志に従わせ、1組の無実の人々の魂を代
償として地獄の力と親交することを可能にする儀式を準備している。
力の所在地に近い町で運よく誘拐を実行することができ、ヘルベクは現
在、2人の若い少年という形で必要な魂を持っている。
　今や彼を止める者はなく、ヘルベクは世界を覆う地獄の力を解放し
てしまうかもしれない。

アドベンチャーの用意
　このアドベンチャーは、君が容易に遊び始めることができるよう製作
されている。アドベンチャーは単に、クイン・シュタージという名の銀
細工師がPCたちを雇うところから始まる。
　気の毒なクインは取り乱していて、必死である。彼の2人の若い息子、
ダーラスとバイロンが3日前から行方不明となっており、クインは彼らが
誘拐されたと考えている。
　2人の若い息子は、いまやクインの独り者の人生において最も重要な
存在である。クインはただちに彼の熱意とお金を、息子たちを見つける
ことに注いだ。
　頼りない地元の保安隊は2人を助け出す役には立たず、クインはハン
ド・オヴ・フェイト（何らかの助言を得るための儀式。『プレイヤーズ・
ハンドブック第４版』に詳細がある。本アドベンチャーでは特にこれ以
上の情報は必要としない）の呪文を唱えてもらうために、都市と法の女
神、エラティスの寺院へ寄進をした。慎重に選ばれた言葉で表現され
た質問により、この銀細工師は、彼の息子たちがまだ生きていて、シャド
ウハントの霊廟のあたりにいるとわかった。彼の次の手は、彼の息子た
ちがいそうな場所で2人を探してくれる、好意的な冒険者グループを捜
すことだった。
　そして、PCたちが登場する……。

アドベンチャーの要約
　このアドベンチャーは、PCたちが行方不明の少年たちを求めて、シャ
ドウハントの霊廟を探索しているところから始まる。
　いくつかの状況証拠から、寂しい霊廟が見た目ほど打ち捨てられて
はいないことを、慎重で、好奇心旺盛なPCたちは知る。結果、彼らの行
動によって墓の守護者を呼び起こしてしまう	―	この遺跡にいるシャド
ウ・スピリットを。
　他のいくつかのモンスターと異なり、シャドウ・スピリットはこのアド
ベンチャーの重要な要素である（次の“シャドウ・スピリット”を参照）。
心強い協力者を得る機会が潜んでいるのだ。PCたちがこのアンデッド
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とどのようなやりとりをするかによって、以後の遭遇がどのようになるか
が決まる。
　霊廟の地下に広がる洞窟と地下室で、PCたちはヘルベクがしかけ
た罠や、彼の手下と遭遇し、バイル・トゥラスの古い建物に通じている
自然の岩屋を発見する。
　崩れかけた地下室の中で、PCたちは狡猾な罠が仕掛けられた魔法
陣の中に、枷につながれた2人の少年、ダーラスとバイロンを見つける。
　PCたちがどのように罠を解除して少年たちを解放するかによって、ヘ
ルベクとの最終的な対決の場所と戦術が決まる。
　ほとんどの場合、ヘルベクとの対決はバイル・トゥラスの古代の儀式
のための地下室で起こるであろう（それは邪悪なエルフに、高い戦術的
優位を与えるからだ）。

シャドウ・スピリット
　各遭遇の中、またはその後で、PCたちは霊廟の地下のダンジョンに
棲みついたシャドウ・スピリットとやりとりをすることになる。
　生前、このシャドウ・スピリットは、ここに葬られている誇り高きウォー
ロードの一族に属していた。今は、彼自身が思い出すことさえできない
罪に対する罰としてこの場所に縛られている。不死と孤独に絡め取ら
れた歳月は、心から記憶と正気を失わせたが、その罪と古代の一族の
義務とによって、この場所に縛られ続けている。
　バイル・トゥラスの古代の廃墟の上に、霊廟があるのはまったく偶然
ではない；悪しき場所を隠すため、ウォーロードは自身の死後にまで、
アンデッドとなって尽力したのだ。
　何年もの間、シャドウ・スピリットは侵入者に霊廟を探検することを
思いとどまらせてきた。しかし、ヘルベクがこの場所を発見した時に、
ヘルベクは侵入する権限を得るため、不浄な魔法を使い、スピリットの
意志を曲げてしまった。だが、ヘルベクによるシャドウ・スピリットの支
配は完全ではなかったので、PCたちはこの場所を探検していくことで、
さらにその支配を弱めることができる。
　冒険者たちが、シャドウ・スピリットを邪悪なエルフの敵に回らせる
ことに成功するならば、彼らは最終的な遭遇において強力な同盟者を
得ることになる；冒険者たちがシャドウ・スピリットを怒らせるなら、不
倶戴天の敵を持つことになる。
	

シャドウ・スピリットを演じる
　アドベンチャーの開始時、シャドウ・スピリットのPCたちへの態度は、
非友好的である。PCたちが彼に遭遇するたびに、その時の態度によっ
て彼の行動が決まる。PCは、シャドウ・スピリットの態度を改善する機
会を持っている。PCたちがシャドウ・スピリットを攻撃してしまったら、
その態度は敵対的になり、PCたちに応戦してくる。その態度は、アドベ
ンチャーの終わりまで持続する。
	 敵対的：シャドウ・スピリットはPCたちを攻撃する。
	 非友好的：初期の友好度。シャドウ・スピリットはPCたちを信頼は
しないが、彼らがシャドウ・スピリットを助けられるかもしれないと期待
している。そのため、最後の遭遇を除いて、その他の遭遇の際には、先
に攻撃されない限りシャドウ・スピリットからPCたちを攻撃することは
ない。
	 中立的：シャドウ・スピリットはPCを攻撃せず、手掛かりまたは援
助を提供するかもしれない。
	 友好的：シャドウ・スピリットはPCを攻撃しない。代わりに援助を
提供するかもしれない。
	 協力的：シャドウ・スピリットはPCを攻撃しない。彼の支配者に逆
らうことになっても、積極的にPCに助力する。

戦闘におけるシャドウ・スピリット
　戦闘の最初のターンでは、シャドウ・スピリットは最も近い位置にい
るPCへ向かって移動し、ライフ・ドレインのパワーで攻撃する。この攻

撃が命中したら、目標はシャドウ・スピリットの次のターンが終わるま
で弱体化状態となる（弱体化状態となったキャラクターは、攻撃、呪文、
または祈祷のいずれにおいても、通常のダメージの半分しか与えられ
ない）。弱体化状態となったキャラクターは、特殊能力のシャドウ・ハ
ンガーによって、シャドウ・スピリットから受けるどのような攻撃のダメー
ジについても、1d6点の追加ダメージを受ける。
　ライフ・ドレインのパワーによる攻撃が命中するかどうかに関わらず、
再チャージするまでシャドウ・スピリットはそのパワーを使用できない。
　シャドウ・スピリットのターン開始時に、1d6をロールすること；4
以上の目で、ライフ・ドレインのパワーは再チャージされ、シャドウ・ス
ピリットはそれを、再び使えるようになる（そうでなければ再使用はでき
ないまま、再チャージの判定は毎ターン繰り返す）。
　そのあとのターンにおいてシャドウ・スピリットは、（ライフ・ドレイ
ンのパワーが再チャージされない限り）シャドウ・タッチのパワーを使
用する。可能であれば、一人のキャラクターに狙いをつける。ただし、
シャドウ・スピリットがファイター、またはパラディンにマークされたら、
そのキャラクターに狙いを変える。
　hpが0になるまでシャドウ・スピリットは戦う。シャドウ・スピリット
は霊廟の外へ出て行くことができない。破壊されたら、シャドウ・スピリッ
トはヘルベクとの最終的な遭遇まで、再出現はしない。

特殊能力
　シャドウ・スピリットは、そのデータ・ブロックの中にいくつかの特殊
能力を持っている。ここに、どのようにそれらが働くかを示す。
	 暗視：シャドウ・スピリットは、明るくても暗くても完全に視界が効く。
	 非物質的：シャドウ・スピリットが受ける、すべての攻撃ダメージは
半分（端数切り下げ）となる。
	 毒への完全耐性：シャドウ・スピリットは、[毒]ダメージを受けない。
（このアドベンチャーのキャラクターは、毒を何も持っていないので、こ
の能力は遭遇に影響を及ぼさない。）
	 光輝への脆弱性5：シャドウ・スピリットが、どのような種類であれ、
攻撃で［光輝］によるダメージを受けた場合、（シャドウ・スピリットの
非物質的存在であることにより、元のダメージを半減した後に）追加で5
点のダメージを受ける。
	 飛行：シャドウ・スピリットは、通常の速度で任意の方向	―	上昇、
下降、あるいは横	―	へ移動できる。
	 位相移動：そこにないかのように、シャドウ・スピリットは他のクリー
チャー、壁、フロア、およびすべての障害物、困難な地形を通り抜けて動
くことができる。ただしクリーチャーが存在する、あるいは物体が占め
ているマスでその動きを終えることはできない。

シャドウ・スピリット	 レベル4	奇襲役
中型・影・人型（アンデッド）	 XP175
イニシアチブ：＋6	 感覚：〈知覚〉＋5；暗視
HP：44；重傷：22
　非物質的
　完全抵抗：[毒]
　脆弱性：[光輝]5
AC19；頑健17、反応19、意志17
移動速度 7；飛行、位相移動

シャドウ・タッチ（標準；無限回）✦［死霊］
	 　＋7	対	反応；2d6+2	［死霊］ダメージ。

ライフ・ドレイン（標準；遭遇毎）✦［死霊］ 再チャージ 4
	 　+7	対	頑健;	1d8＋2	および弱体化状態（シャドウ・スピリッ

トの次のターン終了まで）
シャドウ・ハンガー
	 　弱体化状態である目標に対し＋1d6ダメージ
属性：無属性	 言語：共通
技能：〈威圧〉+9、〈隠密〉+11
【筋】10（+2）	 【敏】18	(+6)		 【判】16	(+5)
【耐】14	(+4)	 【知】12	(+3)	 【魅】14	(+4)
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　君がこのアドベンチャーを始める準備が整ったら、以下の文章をプレ
イヤーに読み上げよう。

2 人の若い少年が深夜、彼らの家からいなくなったという。
その父親であるクイン・シュタージという名の銀細工師が、
助けを求めて君たちの所へ来た。

彼は、息子たちを誘拐したのが誰なのかも、その理由もわ
からないが、エラティスの寺院での儀式のおかげで、彼の息
子たちが生きており、シャドウハントの霊廟にいることがわ
かっている。その忘れられて久しいウォーロードの一族の古
代の墓は、幽霊が出ると信じられ、地元民から避けられていた。

君たちがシャドウハントの霊廟の調査をしてくれることに
１人当たり 50gp、さらに彼の息子たちを見つけるか……ある
いは 2 人の運命を確認したら、追加で 50gp を支払うと言う。

　アドベンチャーをはじめるのには、上記の文章を声を出して読めば十
分だが、プレイヤーたちは、シャドウハントの霊廟へ出発する前に、でき
る限り多くのことを調べたいかもしれない。
　プレイヤー・キャラクターたちは、〈歴史〉、〈宗教〉、または〈事情通〉
の技能判定に成功することによって、さらに多くを知ることができる。
　次の各項目は、その情報を収集するために必要とされている難易度
を含む。パーティーにいるどのキャラクターでも、技能を使った判定に
おいて、必要な値以上が出たら、その後の文章を読むか、言い替えて情
報を伝えること。
　各キャラクターは、それぞれの技能で判定を1回だけ試みることがで
きる（彼らは情報を知っているか、知らないかであり、記憶を思い出す
試みを繰り返すことは助けにならない）。プレイヤーが、彼らが冒険を
開始する前の調査に興味をもたなくてもかまわない。プレイヤーの誰
かが後で尋ねた時は、君は同じ難易度で同じ判定をさせてかまわない。

〈歴史〉（難易度15）
　シャドウハントの霊廟は、カイウス王朝と呼ばれる地方のウォーロー
ドの一族が永眠する地である。近隣の人々は忘れがちなことではある
が、カイウスは平和と繁栄をこの地方にもたらした人物である。その王
朝は、最後にはウォーロードであるカイウスの一人息子の悲劇的な死と、
父親の暗く、最後には死に到る絶望によって終焉を迎えた。一族の安
息を守るため、カイウスの霊がいまだ霊廟に出没すると噂されている。

〈宗教〉（難易度15）
　シャドウハントの霊廟は、高潔なる神ペイロア（太陽と農業の神）とバ
ハムート（公正と名誉の神）を崇めたウォーロードの一族が永眠する地
である。いくつかの物語では、それらの神々が危険な秘密を守るため、
他界したウォーロードを守護に任じたとしている。

〈事情通〉（難易度20）
　地元の物乞いは、	３人のごろつき――	3人のうち2人は頑強そうで、
1人はつけ木のような細い体格だった――を見た。そして年若い少年
とシャドウハントの霊廟の方向に姿を消したと。彼はそう断言した。こ
の物乞いは地元の保安兵に話をしたが、物乞いはホラが大好きだから
と、無視された。

1.シャドウハントの霊廟
遭遇レベル１（経験値：175 XP）
　クイン・シュタージの助言で、PCはシャドウハントの霊廟へ進む。
それは近くの山脈のふもとの寂しい丘陵地帯の先で、町から数マイル
ある。PCが霊廟の近くまでやってきたら以下を読むこと。

シャドウハントの霊廟は、町から数マイルはずれた場所に
位置していて、切り出した花崗岩で建てられ、石板で屋根が
葺かれた、雑草が生い茂った丘の頂上に建つ建物である。

障壁のような峰によって影が作られ、霊廟は、春の雪解け
によって増水した流れの早い川が流れる、急こう配な 2 本の
谷を見下ろしている。

巨大で、鉄製の両開きのドアが、霊廟への入口となっている。

　霊廟のマップを示すこと。ただし14、15ページのマップを拡大コピー
して広げる場合は、霊廟の部分だけを見せるようにすること；キャラク
ターたちが、霊廟の下への道を見つけるまで、それらを隠しておくため
に、マップの他の部分は折りたたんでおくこと。
　キャラクターがエリア2（訳注：「2. 地下の墓」で解説される場所）に
入ってから、マップの次の部分を示すこと。先のマップを見せるとしても、
その向こうにある部屋については、どのような質問にも答えないこと。
　プレイヤーは、それらの部屋の詳細について相談を始めるだろうが、
DMが進行方向への行動を促し続けることによって、彼らには見えない
部屋について心配する時間をあまり与えるべきではない。
　PCの誰かが調べると、ドアには鍵がかかっていないことがわかる。
（両開きの）ドアの右側は、その向こうを見られるほどの隙間ではないが、
しかし他の誰かが、最近、ここを通ったと考えるには十分な程度に、隙
間が開いている。ドアは幾分古く、重厚であるが、少しの力で簡単に開く。
　より慎重に、霊廟の（ドアの）外で周囲を捜索しているキャラクターな
ら誰でも、〈知覚〉判定を試みることができる（ハーフエルフのローグが、
〈知覚〉判定を最も得意とするが、誰でもロールを試みることはできる）
。もし誰かが、19以上の結果を出したら、以下を読むこと。

柔らかい地面に、君たちは人型クリーチャーとおぼしき 3
組の足跡が、町の方向から霊廟へ向かっているのを発見する。

エルフが 1 組の人間と移動していたかのように、足跡のう
ち 1 組は、他の 2 つより体重が軽いようだ。

PCが、霊廟に入ったら、以下を読むこと：
ドアの向こうは、質素な灰色の壁の長方形の部屋で、消え

ない炎が灯された、張り出し燭台で照明されている。
石造りの三基の石棺はそれぞれ、はるか昔に死んだウォー

ロードの装飾された像と共に、左右の壁に沿って並べられて
いる。おのおの石棺の上の壁

へき

がんには、ペイロアかバハムー
トと思われる小さい彫像がある。

部屋の中央に、銘が彫られている高さ 10 フィートに及ぶ大
理石のオベリスクが、各側面をそれぞれ建物の壁に向けて立っ
ている。

　シャドウ・スピリットが調べに来る前に、霊廟を探検するためにキャ
ラクターたちに実際の時間で約5分を与えること。ただしプレイヤーが
退屈し始めたら、シャドウ・スピリットをすぐさま登場させること。
　誰でもよいので周囲を見回すなどするなら、霊廟（下の、このエリアの
説明を参照）の中を説明すること。より詳細にエリアを調査したいキャ
ラクターは、〈知覚〉判定をロールすることができる。

アドベンチャーの開始
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　そのうちの誰かが20以上の結果を得たら、以下を読むこと：
そこには、わずかながらくたのほか、オベリスクの近くに

は奇妙な隙間がある。それは大抵の場合、隠されたドアの印
であることが多い。

場所の特徴
	 照明：部屋全体が、消えない炎を灯した張り出し燭台で照明されて
いる。
	 石棺：石棺を開けるには、20以上の【筋力】判定を必要とする。そ
れぞれの石棺の中には、ウォーロード・カイウス一族のミイラ化した遺
体（錆びたチェインメイルを着て静かに収まっている）が安置されてい
る。石棺には、貴重品は一切保管されておらず、残りは（死霊術師を除
いた）誰にとっても無価値である。
	 小像：おのおの石棺の上の壁には壁

へき

がん（西洋建築で、壁・柱の
垂直面につくったくぼみ。彫刻などを飾る）があり、それぞれの壁がん
には、高潔な神ペイロア（太陽と農業の神）か、バハムート（公正と名誉
の神）の小さい彫像が置いてある。
	 部屋の（ドアから見て）左側の3つの壁がんには、バハムートの彫像
が納めてある一方、反対側の壁の3つの壁がんにはペイロアの彫像が
置かれている。各彫像は、それぞれ重量が約10ポンドである。
	 オベリスク：各壁の天井寄りに、すべてのキャラクターが読むことが
できる共通語で、ここに埋葬された代々のカイウス・ウォーロードの名
前と業績が記されている。部屋を取り巻く壁1面ごとに5体、全部で20
体のウォーロードが描かれている。彼らの業績は、ゴブリンの諸部族、
オーガの群れ、略奪するドラゴンらを破り、それによって平和と繁栄を
地域にもたらしたことによるものである。
　難易度20の〈知覚〉判定の成功は、オベリスクに秘密のドア（上の、声
を出して読まれたテキストを参照）が隠されていると判明させるが、そ
れがどのように開くかについての手掛かりは一切与えない。

隠されたドア
　オベリスクは、実は中が空洞となっていて、その秘術的起動装置が作
動すると、開けることができる。
　外部から、ペイロアとバハムートの彫像を正しい順序（シャドウ・スピ
リットの謎かけを参照）で並べることでしか、秘密のドアを開ける方法は
ない。PCたちは偶然、適切な組み合わせで成功できるかもしれないが、
シャドウ・スピリットは役立つ手掛かりを提供する。
　彫像が正しい順序に配置されたら、オベリスクの、PCたちが入って
きたドアとは反対側の面が騒々しい音を立てて開き、下に続く階段があ
らわれる。
　隠されたドアには通常の掛け金があり、ホブゴブリンの兵士がドアを
下方から開けられるようになっている。	

シャドウ・スピリットの謎かけ
　5分程度たったら（または、PCたちが秘密のドアを通り抜けるなにか
しらの方法を試し始めたらすぐに）、シャドウ・スピリット（４ページ参照）
が霊廟のさらに地下から、オベリスクを通してこの部屋に出現する。
ヘルベクは、シャドウ・スピリットに、霊廟に入る者なら誰でも攻撃する
ように命令したが、シャドウ・スピリットは彼の祖先への冒涜に怒りを
抱いており、ヘルベクの命令を拒絶した。
　代わりに、PCたちがヘルベクを破り、シャドウ・スピリットをエルフ
の支配から解放することを期待して、シャドウ・スピリットは侵入者に手
掛かりを提供する。
　太く、きしむ声で、シャドウ・スピリットは言う：

“ 探索者よ、用心せよ。不法に侵入するのであれば、お主ら
はその知恵で、我の言葉を活かすことはできないだろう。息
子が祖父を助ける時、不吉から逃れる方法が明らかになる。

（参考：原文
“Interlopers, beware. If you trespass you shall not realize 

the wisdom of my words. From entry sinister, the way 
becomes clear when son follows sire.”）

　PCたちがこの部屋にいる限り、シャドウ・スピリットもこの部屋にとど
まるが、シャドウ・スピリットか、この霊廟にある物体が暴力にさらされ
て怒りを触発されない限り、攻撃はしてこない。
　シャドウ・スピリットの謎かけは、オベリスクに隠されたドアを開ける
方法を示唆する。隠されたドアを開けるために、入ってきたドア（霊廟
に入ったキャラクターの視点から見て）左手の壁がんのバハムートから
始めて、順に部屋を右回りに各壁がんの中の像を交替して、バハムート
とペイロアの彫像が交互になるよう、置き替えられなければならない。

	 ヒント1：各キャラクターに〈看破〉の技能判定をさせること。12以
上の結果であれば、そのプレイヤーに謎かけにおけるいくつかの言葉
が、しばしば複数の意味を持っていることを思い出させること。
	 ヒント2：各キャラクターに〈歴史〉の技能判定をさせること；15以
上の結果で、そのキャラクターは「不吉である“sinister”」が、「左」を指
す言葉でもあることを思い出したとしてよい。
	 （訳注：縁起が悪いという意味の“sinister”という語は、左、左側と
いう意味もあります。ラテン語が語源で、左が不吉だと考えられていた
からだとされます。また、古代中国でも、右を尊ぶのにくらべ左が良くな
い側ということを左

さ と う

道と言ったそうです。）
	 ヒント3：各キャラクターに難易度15の〈宗教〉の技能判定をさせる
こと。判定に成功したキャラクターは、「ペイロアの輝く太陽」における
“太陽（sun）”は“息子（son）”という語も指し、またバハムートは、しばしば
メタリックドラゴンの“王”または“陛下”と呼ばれることを思い出す。
　（訳注：この謎かけと解答は日本語では成り立たないため、DMは
工夫が必要となるでしょう。謎かけとヒントを活かす変更として例を示
します。シャドウ・スピリットの言葉の後半を以下に差し替えます。

　“ 輝やかしき息子たちが、武器を持つ手で代わりに偉大な
る祖父たちを支える時、不吉から逃れる方法が明らかとなる。”

意味：ヒント1～ 3に加え、輝かしき息子＝ペイロア、偉大なる祖父＝
バハムート、武器を持つ手で代わりに＝武器を持つ右手で支える＝バ
ハムートの像から見て左側にペイロアを置く。といったことをプレイ
ヤーに伝えます。
　あるいはDMの判断で、後述するホブゴブリンがドアを開けてしまう
事態へ移ってもよいでしょう。）

　PCたちが、シャドウ・スピリットと戦わずに、隠されたドアを開ける方
法を考えている限り、シャドウ・スピリットは、出口を塞ぐなどの妨害は
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一切行なわない。また、隠されたドアを（破壊でなく）考えて開けようと
試みることは、PCに対するシャドウ・スピリットの態度を、１段階（非
友好的から無関心へ）良くする。パズルを解いたごとに、各PCに経験
値を50XPずつを与えること。

　プレイヤーが興味を引かれていなかったり、謎かけによって悩まされ
る様子なら、遭遇2の2体のホブゴブリンのうち1体が、すこしでも新鮮な
空気を求め、隠されたドアの鍵を（訳注：内側から）あけ、ドアを開く。
ドアを開けたホブゴブリンは、PCたちを見て直ちに階段の下に駈け戻
る。同時に、シャドウ・スピリットはこのフロアからは消える（しかし、ア
ドベンチャーの大詰めで再登場する）。

2. 地下の墓
遭遇レベル1（経験値450XP）
　カイウス王朝の、他の構成員と少数の同志の、かつての安息所である
この部屋は、ヘルベクと彼の手下によって捜索され、冒涜された。邪悪
なエルフは、この場所の守備をホブゴブリンの傭兵２名に任せた。
　PCたちが階段の下に到着したら読み上げること：

この大きな石室の内壁は、ペイロアとバハムートを崇拝し
ているカイウス一族の構成員だけからなる彫刻によって装飾
されている。

壁沿いには、彼らが一度にな
るべく多くの石棺を作成する作
業をしたかのように、多量の瓦
礫がある。床には骨が散らかっ
ている。

傷ついていない 2 つの石棺が、
部屋から続く 2 つの廊下の前で、
障害となるように移動されてい
る。それらの上に設置されたパ
チパチ音をさせているランタン
が、不気味な橙色の光をこの地
下室に投げかけている。いやな
においがするランタンの油は、
死んだ魚の臭いを強く漂わせて
いる。

　さらに、彼らが最初にこの部屋を見
た時に、各キャラクターに〈知覚〉判定
をさせること。PCが、1人でも十分
に高いロール結果を出したら、以下
の文章を読むこと：

〈知覚〉判定 難易度15
たったひと組のランタンから

漂う油のにおいにしてはは、極
めて強い。

セットアップ
　2体のホブゴブリンたちは、部屋の向こう側、石棺に囲まれた向こう側
から、この遭遇を開始する。PCたちは、彼ら自身で隠されたドアを開け
た場合でも、ホブゴブリンが、誰かが来ると知るのに十分なだけ騒々しい
（訳注：つまりホブゴブリンが不意打ちを受けることはない）。

このエリアの詳細
	 照明：ランタンが明るい照明をこのエリアに提供しており、罠（訳注：
後述の石棺の油の罠）が発動したら油が炎上する。
	 石棺：無傷の2つの棺は、このエリアの向こう側にある3つ目の棺と

同様に、油で満たされていて、防御用の罠として役立つ。

ホブゴブリンのプレイング
　ホブゴブリンの傭兵は、最初は彼らのロングボウを使って戦闘を開始
する。PCたちに接近しつつ、矢を浴びせかける。彼らは遮蔽として石
棺を使う；これは、プレイヤー・キャラクターがホブゴブリンに対して
おこなう攻撃ロールに、－2のペナルティーを与える。石棺よりも先に
立っているキャラクターは、このペナルティーを受けない。君は、尋ねる
プレイヤーの誰にでも、これを説明してあげること。
　石棺の上に登るか、飛び越えることに技能判定は必要ないが、移動
のために1マス分余分に移動速度を消費する。また、石棺の上に立っ
ているのなら誰でも石館の蓋を壊せるが、照明しているランタンに仕掛
けられたオイルに連携する罠（罠のデータ・ブロックの「トリガー1」を
参照）を発動させる。
　あるいはまた、ホブゴブリンは石棺を傾ける（1回の標準アクション）こ
とができる。これは、石棺の（ホブゴブリンから離れている側）すぐ前に、
3×3マスの正方形の面積を占める火の突風を発生させる；罠のデー
タ・ブロックのトリガーその2を見ること。キャラクターたちがこれが起
こるのを見たら、彼らは同じ計略を試みるかもしれない；それは標準ア
クションと難易度15の【筋力】判定の成功を必要とする。
　バリケードとして通路を塞ぐ罠をかけた棺の、どちらかが使用された
ら、ホブゴブリンは2体とも通路を退却し、そして罠の発動を避けるため
に棺を飛び越えて、第3の棺の後ろへ隠れる。そこで彼らは並んで立ち、
ファランクス・ソルジャー能力でACに＋2のボーナスを得る。ホブゴブ
リンは、ヘルベクが失敗に対して定めた罰が名誉の死であることを知っ
ているため、死ぬまで戦う。

ホブゴブリン・マシーナリーズ（2）	 レベル2	精鋭兵
中型・自然・人型（ゴブリン）	 各XP125
イニシアチブ：＋7	 感覚：〈知覚〉＋3；夜目
HP：39；重傷：19
AC19（ファランクス・ソルジャーの効果がある場合21）
	 ；頑健17、反応12、意志14
5マス以内に2体以上の同類がいた場合、すべてのセーヴに+2
移動速度 5
ロングソード（標準；無限回）✦武器

	 　＋7	対	AC;	1d8+4	ダメージ。
ロングボウ	（標準；無限回）✦武器
	 　＋6	対	AC;	1d10+2	ダメージ
ファランクス・ソルジャー
	 　ホブゴブリンは、1体以上のホブゴブリンが隣接している

時、ACに＋2のボーナスを得る。
属性：悪	 言語：共通語、ゴブリン語
技能：〈運動〉＋11、〈歴史〉＋8
【筋】17（＋4）	【敏】14(＋3)	 【判】14（＋3）
【耐】15（＋3）	【知】11（＋1）	 【魅】10（＋1）
装備：ロングソード、シールド、ロングボウ、矢弾10本、5gp
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油の満ちた石棺	 レベル1	障害物的罠
	 100XP
石棺を壊して開けると、カンテラが中のオイルに引火し、小さな地

獄を作りだす。
〈知覚〉判定	
難易度15：ランタンがたった一組あるだけの場所にしては、油の

においが強すぎる。
トリガー 1
罠は、石棺の上にクリーチャーが乗った時に作動する。
攻撃1
即時	・対応
　＋8	対	反応	；石棺の上に立っているクリーチャーそれぞれに

3d6［火］ダメージ。火は遭遇の終わりまで持続する。
	 効果の範囲に入った時か、そのターンの開始時に範囲にいる

なにかしらのクリーチャーは、攻撃を被る。
	 （補足：攻撃1は石棺のある場所が燃えあがり、そこに入った

クリーチャーがダメージを受けます。
	 本文にあるようにホブゴブリンがこの石棺をPCたちに向け

て傾ける行動を取った場合は、下記の攻撃2になります。）
トリガー 2
	 罠は、何者かによって石棺が傾けられることでも作動する。
攻撃2
即時		 	 噴射3
	 ＋6	対	反応	2d6［火］ダメージ。火は遭遇の終わりまで持続す

る。
	 効果の範囲に入った時か、そのターンの開始時に範囲にいる、

なにかしらのクリーチャーは、攻撃を被る。
対策
・キャラクターは難易度15の〈運動〉判定によって石棺を飛び越え

ることができる。
・キャラクターは、難易度13の〈運動〉判定の成功と、移動力を4マ

ス分消費することにより、慎重に石棺を乗り越えて、反対側に
	 到着することができる。
・ランタンを石棺から取り除けば、罠を無効にできる。

シャドウ・スピリット
　以前の遭遇において倒されていない限り、PCたちがホブゴブリンを
打ち負かした後に、シャドウ・スピリットが再び出現する。その行動は
彼の現在の態度によって決まる：

	 敵対的：PCたちを攻撃し、パーティーが霊廟から逃げ出すまで追
跡する。
	 非友好的：攻撃せずに観察する。
	 中立的、友好的、または協力的である場合：声を出して以下の文章
を読むこと：

君たちは、深い暗闇と融合しているかのような暗い影と遭
遇する。

それは真っ黒い鈎爪で床に散乱した骨を身振りで指し示し
「彼らに栄誉を。」と、その冷たい耳ざわりな声で言う。

　散乱した骨を寄せ集め、それらを無傷の石棺に戻すためにPCたちが
時間をとるなら、その行いはシャドウ・スピリットの態度を1段階、良好
に変化させる。これがシャドウ・スピリットの態度を友好的以上のもの
に変えたのなら、さらに階段の一番下の段に隠されたポーション・オヴ・
ヒーリングのありかを教える（でなければ、発見には難易度30の〈知覚〉
判定の成功が必要）。

ポーション・オヴ・ヒーリング レベル 5
Potion of Healing ／治癒の水薬

この単純なポーションは肉体の自然治癒能力を引き出して、君の
傷を治す。

ポーション	50gp
パワー（［消費型］◆［治癒］）：マイナー・アクション。このポーシ

ョンを呑み、回復力を1回使用する。
	 通常回復するヒット・ポイントの値の代わりに、使用者は10

ポイントのヒット・ポイントを回復する。

3.洞窟と牢獄
遭遇レベル2（経験値650XP）
　霊廟のすぐ下から続いている人工のトンネルは、まもなく折れ曲がり、
荒い土壁に変わる。この通路は最終的に、石板で施工された部屋が隣
接する、大きめの天然洞窟に通じる。天然洞窟も非常に古いものだが、
向こうの悪魔の頭が彫られドアと地下室は、ティーフリングが地獄のパ
ワーを求めて最初の協定を結んだ時に遡るほど非常に古い。

　PCたちが洞窟に入ったら読むこと：
水のしずくが、この天然洞窟の鐘乳石の下に小雨のように

したたり落ちる。鈍く光る菌類はわずかに暖かで、湿気が多
い部屋を照明している。その不気味な照明は、床に点々と不
規則に散らばっている水たまりに反射する。

君たちの位置から見ると、大きな部屋は天然の空洞に区切
られている。崩れている石造りの古代の部屋は、奇妙で蜘蛛
の足のような細い照明と、下劣な絵文字で装飾されている。
不吉な鉄製の門が、部屋の奥に立っている。巨大な悪魔の頭
が彫りつけられ、その目がかすかな緑色に光っている！

〈知覚〉判定 難易度17
君たちは、落ちる水の音を突き抜けて、わずかに聞こえる

泣き声のような音が、悪魔の頭が彫られたドアの方から聞こ
えてくるとわかる。

　洞窟または戸口の詳細について物好きな誰でも〈地下探検〉または
〈歴史〉の判定をそれぞれ試みることができる。

〈地下探検〉 難易度20
この古代の洞窟は、流水によって徐々にだがもろくなって

いる。それほど大きくない地震でも、自然な洞窟の大部分を
崩壊させるだろう。

〈歴史〉 難易度15
部屋の構造と設計は、バイル・トゥラス（ティーフリング

を生み出した、古代の堕落した帝国）の末期を思い出させる。

　ドアの、より綿密な調査で以下が判明する：
悪魔のような顔の眼窩は、ドアの向こうの空間を見るため

の窓として使うことができる。その緑色の光の源はドアの向
こう側にある。

　その外観にもかかわらず、ドアに危険はない。鍵はかかっているが、
難易度20の〈盗賊〉判定の成功によって開けることができる。ドアに隣
接したキャラクターは誰でも、自動的にドアの向こうから泣き声が聞こえ、
部屋を探るために悪魔の顔の目を通して良く見ることができる。
　PCたちがドアに開いた穴を通じて中を見るか、ドアを開けた時に、次
を読んで聞かせること：

向こうの部屋は、打ち捨てられて長い時間が経った墓、あ
るいは寺院のようだ。

見える範囲の部屋の両側には、石で造られたローブをまとっ
た姿の像が並んでいる。

部屋の中央にある、ルーン文字によって装飾された幾何学
模様のような魔法陣の円は、エメラルドが輝くかのように光っ
ている。円の魔法はあざやかで、気味の悪い蒸気のようなも
のが上を漂い、古代の部屋の淀んだ空気の中へゆっくり拡散
している。すくんだ 2 人の若い少年が、円の中心に鎖でつな
がれている！
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　ヘルベクによって誘拐された2人の少年は、ここに鎖でつながれ、彼
ら自身が想像することもできないほど恐ろしい死を待っている。
　部屋に入るか、とらわれている人物をドアの外から呼ぶと、彼らから
助けを求める叫び声があがり、すみやかに警報として感知される。
　PCがここにいる囚人を救うことが確実になったら以下を読むこと：

「俺たちを捕らえたエルフは、この場所は罠なのだと言った。
俺たちがこれらの戒めを逃れても、魔法陣の円の外へ俺たち
が出たら、天井が砕け落ちてくるだろうと！」

エリアの特徴
	 照明：燐光性の菌類は明るく、大きな洞窟を照明し、魔法陣の円は
墓を照明する。
	 洞窟の床：このエリアは、非常にでこぼこして複雑な地形が特徴で
ある。
	 悪魔の頭が彫刻されたドア：難易度20の〈盗賊〉判定の成功で開く。
	 枷（かせ）：2人の囚人を捕えている鎖は、キャラクターの誰かが破
壊するには強固すぎる。だが、難易度25の〈盗賊〉判定の成功によって
解放することができる。ただし枷の鍵に近づく場合、魔法陣の円に踏
み込まなければならない。
	 魔法陣の円：この緑色に輝く魔法陣の円は、この部屋全体を照明し、
2つの異なる罠（後述）を備えている。
	 彫像：これらの彫像は、ローブをまとった人をかたどったものであ
る。不吉な表情をおびており、角か尻尾があったらティーフリングに見
える。

	 彫像（図でAとBのマークのもの）の2つは、アニメイト・スタチューで、
誰かが魔法陣の円（後述）に入ったら動き出す。部屋の中での難易度
22の〈魔法学〉判定の成功で、このふたつの彫像の魔法の存在に気づく
ことができる。しかし、判定するキャラクターは、魔法陣の円以外を対
象とすると宣言する必要がある（魔法陣の円のパワーは、彫像のオーラ
を圧倒してしまう）。（訳注：魔法陣の円に入っていないうちに、「魔法
陣以外に何かない？」「彫像を見てみます。」といったPCの宣言があっ
たら、DMは〈魔法学〉判定をさせてもよいでしょう。）

囚われびと
　2人の少年、ダラスとバイロンは、キャラクターたちに解放してくれる
ように願う。PCが、それらを無視して立ち去ろうとするなら、救助を求め
て彼らは取り乱す。
　もちろん、それは言うほど易しくはない。少年たちを取り囲む魔法陣
の円に仕掛けられた2つの罠があるためだ。
　PCたちが2人の囚人を解放するならば、PCたちは新たな課題を抱え
ることになる……この2人を生き延びさせるという課題だ。彼らは武装
解除されており、重傷で、そして、追い詰められない限り戦闘を行う勇気
も持ち合わせてはいない。少年たちは回復手段を残していないため、
休息をとらない限り、ヒット・ポイントを取り戻せないだろう。

囚われびと(2)	 レベル1	遊撃兵
中型・自然・人型（ヒューマン）	 XP	--
イニシアチブ：－1	 感覚：〈知覚〉±0
HP：27（現在のHP10）；重傷：11
AC 9；頑健11、反応10、意志11
移動速度 5
素手（通常;無限回）

	 　±0	対	AC；1d4ダメージ。
属性：無属性	 言語：共通語
技能：〈威圧〉+9、〈隠密〉+11
【筋】10（±0）	 	 【敏】9	(－1)	 	 【判】11	(±0)
【耐】11	(±0)	 	 【知】10	(±0)　	 	 【魅】9	(－1)

魔法陣の円
　この部屋は2つの罠があり、両方とも魔法陣の円と連動する。
　誰かがまず、パスワード“xylarthen”（訳注：『original	D&D	boxed	set』
（1974年	Gary	Gygax、Dave	Arneson）に収録されていた	Magic-User	
のサンプル・キャラクターの名前。）を発せずに、魔法陣の円に入るな
らば、AとBの印がついた彫像が動き出し、攻撃する。
　加えて、どちらかの囚人が魔法陣の円をでたら小さな地震がこの地
域を襲う（この地震は、この部屋とエリア2と4をつなぐ天然洞窟のエリ
アを崩壊させる）。落盤の罠のデータブロックを参照。
　魔法陣の円を捜索するのなら誰でも〈歴史〉と〈魔法学〉の判定を試
みることができる。

〈歴史〉難易度20
この緑の輝く円は、バイル・トゥラスによる古代の監視の

円だ。

〈魔法学〉難易度23
この監視の円は、2 つの方法で最近更新されている。何か

しらのクリーチャーが、魔法陣の円に入るか、出ると、魔法
の効果が発動するトリガーを引いてしまう。

　〈魔法学〉判定が成功したら、そのキャラクターは、監視の円に結びつ
けられた2つの魔法の効果を無効とするために、難易度25の〈魔法学〉
判定か、または〈盗賊〉判定を試みることができる。2つの魔法の効果は、
個別に無効とされなければならない。
　キャラクターは、成功したか失敗したかがわかるが、5以上の差が
あっての失敗の際は、効果が自動的に引き起こされてしまう。

彫像のプレイ
　罠が起動したら、罠を引き起こしたクリーチャーを攻撃するために、ア
ニメイテッド・スタチューが動きだす。また、アニメイテッド・スタチュー
は攻撃してくる者は誰でも攻撃する。または彼らの獲物を倒してしまう
まで侵入者を追跡する。
	 セーヴィング・スロー：アニメイテッド・スタチューは精鋭である。
そのため、それらが行うすべてのセーヴィング・スローでのロールに＋
2のボーナスを得る。
	 ［魅了］、［恐怖］、［毒］、［催眠］への完全耐性：アニメイテッド・
スタチューは、［魅了］、［恐怖］、［毒］、または［催眠］の、いずれかのキー
ワードがあるすべての攻撃と、毒によるダメージに完全耐性がある。
	 アクション・ポイント1:	遭遇の間に一回、それぞれの彫像は、アクショ
ン・ポイントを消費することで、追加の標準、移動、マイナー	のいずれ
かのアクションを取ることができる。
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アニメイテッド・スタチュー（2） レベル2 精鋭 暴れ役
中型・自然・自律体（物体）	 各XP	250
イニシアチブ：＋2	 感覚：〈知覚〉＋1；暗視
HP：86；重傷：43
AC17；頑健16、反応12、意志14
［魅了］、［恐怖］、［毒］、［催眠］への完全耐性

移動速度 4
アクション・ポイント1

スマッシング・フィスト（標準；無限回）
	 　＋5	対	AC;	2d6+3	ダメージ

ノックダウン・フィスト（標準；無限回）
	 　＋3	対	頑健;	2d6+3	ダメージ、かつ伏せ状態

キック・フェン・ダウン（フリー）
	 　ターンの終わりに、伏せ状態の敵と隣接していた場合、この
	 彫像はスマッシング・フィストでその敵に対して攻撃するこ

とを選択できる。
キープ・ゼム・ダウン（即応・割込）
	 　隣接した敵が立つことを試みたら、この彫像はスマッシン

グ・フィストでその敵に対して攻撃することを選択できる。
	 この攻撃が命中したら、目標は伏せ状態のまま、このターンが

終了する。
属性；無属性 言語；－

【筋】16（＋4）	 	【敏】12(＋2)		 【判】11（＋1）
【耐】13（＋2）	 	【知】5（－2）		 【魅】8（±0）

洞窟内の進行
　落盤の罠が発動されてから4ラウンドにわたり、それは天然洞窟のエ
リアのうち、毎ターン違うエリアを“攻撃”する。

	 ラウンド1：監獄と天然洞窟の間にある通路と、エリア3とエリア4の
間のトンネル（エリア4へのトンネルは落盤によって完全に塞がれる）。
	 このラウンドの間に、シャドウ・スピリットが出現する（ここまでに倒
されていない限り)；下を参照。
	 ラウンド2：小部屋（訳注：2人がとらわれていた部屋）のすぐ前、天
然洞窟の4×4正方形の範囲。
	 ラウンド3：エリア3の、天然洞窟の残りの部分。
	 ラウンド4：エリア3から登って、エリア2の石の廊下になる縁に通じ
ているトンネル全体。

シャドウ・スピリット
　より早い遭遇において倒されていない限り、シャドウは落盤の罠が作
動した1ラウンド目に出現する。PCたちが少年2人を安全に導いている
ならば、シャドウの態度は、ただちに1段階、改善する。
　シャドウは落盤の前に表れるが、その他の行動は、その新しい態度で
決まる：
	 敵対的：PCたちを攻撃し、パーティーが霊廟から逃げ出すまで追
跡する。
	 非友好的：エリア3にPCがいる間、攻撃するけれども、追跡はしない。
	 無関心：攻撃することなく、観察する。
	 友好的：耳障りなささやき声で、逃げることをPCに勧める。
	 協力的：各ラウンドでの落盤の前に、警告をささやく（罠の攻撃に
対する反応に＋2のボーナスを、そのエリアにいるすべてのPCに与え
る）。

落盤の罠	 レベル3		隠された危険
	 XP150
どちらかの囚人が枷から解放され、魔法陣の円から出た時と、天然
	 洞窟とトンネルが瓦礫で埋まるまで、連続した影響を引き起

こす。
〈知覚〉判定 
〈知覚〉判定では、罠を発見できない（可能ならば、少年らが警告す

る）。
補足技能：	〈地下探検〉
難易度20：自然な洞窟が不安定であることに気づく。
補足技能：〈魔法学〉
難易度23：生き物が魔法陣の円を出る時に、円の奇妙な幾何学と

ルーン文字の中に隠された効果を引き起こす魔法的な引き
	 金が見つかる。
トリガー	 イニシアチブ	＋6
落盤の罠が引き起こされる時に、イニシアチブをロールする。
トリガーの引き金と罠の攻撃の間に、このエリアにいるキャラ
ターは、落盤が始まっていると知ることができる。落盤は、その
ターンにエリア3の天然洞窟とトンネルのエリアを攻撃する
（上の洞窟内の進行を参照）。

攻撃
標準アクション 範囲・特殊（洞窟内の進行を参照）
目標：範囲内のクリーチャー
攻撃：＋6	対	反応
命中：1d6+6	ダメージ
失敗：ダメージ半減
効果：瓦礫と継続的な落石は、そのエリアを危険な地形（移動困難
	 な地形で、このマス目に入るか、このマス目でターンを始めた

キャラクターに5ダメージを与える）に変える。
標準アクションでの継続
落盤は4ラウンドの間、それぞれのターンに違うエリアを攻撃する。
対策
〈盗賊〉判定（難易度25）に成功したキャラクターは、罠を無効にす

ることができる。
・マイナーアクションで、〈地下探検〉判定（難易度15）に成功した

キャラクターは、罠がその次のターンに攻撃するであろう
	 エリアがわかる。

４.ヘルベクとの対決
遭遇 レベル1（経験値 550 XP）
　この遭遇の、実際の遭遇レベルと全体のXP報酬は、どの敵が登場す
るかかによって変化する。
　もしヘルベクとシャドウ・スピリットが一緒の場合、PCたちは、より
困難な戦いを強いられる。：
遭遇 レベル3 （経験値 725 XP）
　もしヘルベクとアニメイテッド・スタチュー	が一緒の場合、この遭遇は、
より危険となる。：
遭遇 レベル5 （経験値 1,050 XP）
　シャドウ・スピリットとアニメイテッド・スタチューの両方が、ヘルベ
クと一緒ならば、遭遇はPCたちにとって極めて致命的になり、逃げると
いう選択も、悪いアイデアではないだろう：
遭遇 レベル 6 (1,225 XP)

　この遭遇の説明は、それが儀式の部屋（マップの上のエリア4）に存
在していると仮定する。

　だが、エリア4でヘルベクと出会う前にPCたちが落盤を引き起こした
ならば、ヘルベクと彼のスケルトンは、秘密の通路を通して脱出する（彼
はPCたちが落盤から抜けだしてくると想定する）。その場合、この遭遇
は代わりに霊廟の中で展開すること。その際は、状況に適切であるよう
に、君は配置と戦術を修正してもよい。
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PCたちが儀式の部屋に入る時に読むこと：
通路は大きな部屋に通じている。部屋の中央にある 10

フィートの高さの祭壇の上から不気味な緑色の光が発せられ
ており、その表面から霧が立ち上っている。

大暴れする悪魔の行列が、祭壇の台座の側面に彫り上げら
れている。

暗い色のローブを着た不吉な外見のエルフが、祭壇の上に
立っている。彼は手の中で開いている、ほこりっぽい古い大
書から顔を上げ、純粋な悪意をもって君たちを睨みつける。

そのエルフは金切り声で言う。「貴様たちの血は、我の仕事
の足しにしてやろう、侵入者め！」。彼の脅しの言葉が消え去
らないうちに、錆びたロングソードをぼろぼろの鞘から引き
抜いて、4 体の骸骨の戦士が、祭壇の向こうから進み出る。

エリアの特徴
	 照明：魔法陣の円が、明るくこの儀式の部屋を照明している。
		 祭壇：祭壇は、地面から10フィートの高さに立っているので、
その上に立っている者を、近接攻撃することはできない。祭壇
の高さは、その上にいる者になら誰にでも、地面からの近接範
囲攻撃、遠隔攻撃に対し、遮蔽を与える（攻撃ロールへの－2ペ
ナルティー）。
	 祭壇に登るには、難易度20の〈運動〉判定の成功と、4マス
の移動力を必要とする。もし、誰かが別のキャラクターを支援
するならば、難易度は15に低下する。
	 魔法陣の円：魔法陣の円は、その上にいる属性が悪か、混
沌にして悪のクリーチャーすべての防御判定に、＋2のボーナス
を与える。
	 瓦礫：この部屋まで続いているトンネルの床と、この儀式の
部屋にある自然の地面（訳注：土のイラストのタイルのマス）の
床は、移動困難な地形（進入するのに追加で＋1の移動力がか
かる）である。
	 わきの洞窟：わきにある、この小さな天然の洞窟の中は、瓦
礫（移動困難な地形）で覆われている。ここの小さな部屋には、
いくつかの宝物（下で宝物を参照）が置かれている。
	 秘密の縦抗：地表に通じる隠れた垂直の通路は、この部屋
の反対側にある。ヘルベクはそれを知っているが、他の誰かが

それを見つけるためには、難易度20の〈知覚〉判定の成功が必要であ
る。それは、霊廟にほど近い、葉と汚れによって隠された、空の墓につ
ながっている。

スケルトンのプレイ
　スケルトン・トルーパー	は、ヘルベクのいる祭壇からPCたちを遠ざ
けて、できる限り多くのPCと切り結ぶ。彼らは死ぬまで戦う。
	 暗視:スケルトンは、光の下、暗闇のどちらにおいても完全に見ること
ができる。
	 毒への完全耐性：スケルトンは［毒］ダメージを受けない（キャラク
ターは何も毒を持っていないので、これは遭遇では影響を全然及ぼさ
ない）。
	 ［死霊］ダメージへの抵抗10：スケルトンが［死霊］ダメージを受け
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た場合、与えられたダメージから10を引く。結果が0以下であるならば、
その攻撃はダメージを与えられない。
	 ［光輝］ダメージへの脆弱性5：スケルトンへ［光輝］ダメージをもつ
攻撃があたえられたら、5ポイントの追加ダメージを受ける。
	 押しやる1：スケルトンが、フォワード・ラインのパワーを組み合わ
せた攻撃をキャラクターに命中させたら、スケルトンから離れるいずれ
かの方向へ、キャラクターを1マス分押しやる。

ヘルベクのプレイ
　ヘルベクは、戦闘から離れて、攻撃範囲の外の立ち位置を維持する。
　彼は自分から5マス以内にいるPCのうち2人を、ボーンウェアリング・
グランスで、接近を遅らせようと試みてから、彼のスケルトンと一緒に戦
闘を開始する。彼は、スケルトンと戦っているPCに対して、フレッシュ
ロッティング・クラウドと、彼自身が負傷したら、ヴァンピリック・エンブ
レイスを使う。2体以上のスケルトンがダメージを受けたら、それらを
復元するために、ネクロマティック・リインヴィゴレイションを使う。
　ヘルベクが重傷に到った場合、ダラスとバイロンが戦闘に参加してお
り、範囲の中にいるなら、このサディスティックなエルフは自分のターン
にダーラスとバイロンを攻撃する。
　PCたちがエリア3でアニメイテッド・スタチューを起こさないでいる
なら、ヘルベクは標準アクションでそれらを起動させることができる。こ
のスタチューは、可能な限り早く戦闘の中へ移動し（ドアはそのために
自動的に開く）、ヘルベクのイニシアチブの後に、遭遇の残りのラウンド
にわたって指示に従う（もしこの遭遇が地上の霊廟で起こったならば2
階ぶんは遠すぎて、ヘルベクは彫像を作動させることができない）。

ヘルベクが戦いの最中にアニメイテッド・スタチューを召喚したら読む
こと：

ヘルベクは彼のスタッフを持ち上げて、床を 2 回突いた。
すると、君を包むように重量を感じさせる足音が聞こえ、背
後の下のホールから、石を石で砕く音が聞こえてくる。

ヘルベク レベル3 制御役（指揮役）
中型・フェイ・人型（エルフ）	 XP	150
イニシアチブ：＋2	 感覚：〈知覚〉＋2；夜目
HP：47；重傷：23
AC 14；頑健13、反応14、意志16
マジック・サークル	 ヘルベクは、魔法陣の中にいる限り、防御に

＋2のボーナスを得る。
移動速度 7

ダーク・スタッフ・ストライク（標準；無限回）
	 　＋7	対	AC;	1d6+1	ダメージ
	ボーンウェアリング・グランス（標準；	無限回）・［死霊］

	 　射程	5;	対象2体;	＋5	対	頑健;		1d6+2	［死霊］ダメージ、およ
び減速状態（セーヴで終了）

バンピリック・エムブラス（標準；	再チャージ4）・	［死霊］
	 　射程	5;	＋6	対	意志;		1d8+2	［死霊］ダメージ、およびヘルベ

クのhpが5ポイント回復する。
	フレッシュロッティング・クラウド（標準；	遭遇毎）・	［死霊］

	 　爆発	2（10マス以内）;	
	 生きているクリーチャーのみ;	＋5	対	頑健;	1d6+3［死霊］ダメ

ージ、およびアンデッドが同じ目標へ攻撃した時、攻撃に＋2、
	 ダメージに＋2のボーナス（セーヴで終了）

 ネクロマティック・レインヴィゴレーション
（標準；遭遇毎）・［死霊］

	 　爆発	5;アンデッド・クリーチャーは5ポイント回復する
属性 悪 言語 	共通語、エルフ語
技能	〈魔法学〉＋9、〈はったり〉＋9、〈威圧〉＋9

【筋】10（＋1）	 	 【敏】13(＋2)	 	 【判】12（＋2）
【耐】15（＋3）		 	 【知】16（＋4）	 	 【魅】16（＋4）

スケルトン・トルーパー レベル1 精鋭兵役
中型・自然・自律体（アンデッド）	 XP	100
イニシアチブ：＋4	 感覚：〈知覚〉＋3；暗視
HP：29；重傷：14
AC16；頑健14、反応15、意志14
［毒］への完全耐性
［死霊］への抵抗	10
［光輝］への脆弱性	5

移動速度 6
ロングソード（標準；無限回）

	 　＋6	対	AC;	1d8+2	ダメージ
	フォワード・ライン（標準；無限回）
	 　＋5	対	頑健;	1d6+2	ダメージ、および押しやる1
スピード・オブ・ザ・デッド
	 　機会攻撃の際、攻撃ロールに＋2ボーナス、および＋1d6ダ

メージ。
属性 無属性 言語 	共通語（理解のみ）
【筋】15（＋2/＋2）	【敏】17(＋3/＋3)	【判】14（＋2/＋2）
【耐】13（＋1/＋1）	【知】3（－4/－4）	【魅】3（－4/－4）

シャドウ・スピリット
　シャドウ・スピリットは、最初の遭遇において破壊されたかどうかと
関係なく、最終的な戦いのために回復して戻ってくる。その行動はキャ
ラクターへの態度の段階で決まる。
	 敵対的：PCたちを攻撃し、パーティーが霊廟から逃げ出すまで追
跡する。
	 非友好的：このエリアにPCがいる間、攻撃するけれども、追跡はし
ない。
	 無関心：攻撃することなく、観察する。
	 友好的：攻撃することなく、観察する。もしヘルベクが重傷になっ
たら、シャドウ・スピリットの態度は協力的に改善する。
	 協力的：ヘルベクを攻撃する。エルフは、標準アクションでシャドウ・
スピリットを追い払う呪文を使うことができるが、シャドウ・スピリット
は自動的に、その次のターンの終わりに隣の天然洞窟に再出現する。

シャドウ・スピリットが戦闘に入る時に、適切な記述を読むこと：
おなじみとなった、石の壁の近くから現れる暗い姿。その

目は復讐のために、君を痛めつけそうなほど、赤く光っている。

あるいは
おなじみとなった、脇の洞窟から現れる暗い姿。だが戦闘

には関わらず、じっと両者を見ている。

あるいは
おなじみとなった、祭壇の床から現れる暗い姿。それはし

わがれ声で「復讐…」とささやいて、ローブをまとったエル
フに真っ黒い鈎爪を伸ばす。

宝物
　ヘルベクが所持していたスタッフは、その先端にはまっている、かな
りの量の磨かれた琥珀のために、100gpの価値がある。
　洞窟の脇にある小さな部屋には、ヘルベクの予備の衣類、211gp、
そして、35gpになる犠牲者が持っていた金色の装飾された短剣がある。
　最終的にPCたちは、ヘルベクが所持していた不浄な儀式の本は
300gpの価値があり、これがエルフがやったような不潔な仕事を繰り返
させ、他の誰かを危険にさらすものだとわかる。代わりに彼らは、それ
を破壊する（追加の経験値を彼らに与えること;「冒険を終えて」を参照）
ことができる。



Game Day 2008 in Japan

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. 1�

冒険を終えて
　PCたちがヘルベクを破り、依頼に応じて、シュタージの息子たちを無
事に確保したら、冒険は終りで、PCたちはクイン・シュタージから報酬
を受け取ることができる。
　それぞれ少年が生きて帰ったら、各PCは追加で50XPを得る。彼ら
がヘルベクの不浄な儀式の本を破壊したならば、追加の20XPをそれ
ぞれが得る。
　	PCはおそらく、2レベル（1,000XPが必要）に達するのに十分なXP
を持ってはいないが、彼らは（訳注：冒険者として）かなり進歩している
と感ずるべきである！
　シャドウ・スピリットが最後の戦闘において倒されたら、2度と戻ら
ない。PCがそれを破壊しなければ、ヘルベクが敗れる時に薄れて消え
る。いずれにしても、シャドウ・スピリットはこれで安息を得る。
　このアドベンチャーを終える時点で、シャドウ・スピリットの態度が友
好的になっていたら、PCそれぞれに追加の50XPを与え、協力的になっ
ていた場合には代わりに100xpを与えること。

　さらに、PCたちはこの問題の解決により、この地方の君主の注目を
引き付けた。彼は、バリアピークの近くを通過するキャラバンを襲う危
険なホワイト・ドラゴンの扱いに手を焼いて助けを求めようとしている
のだ。だが、この仕事は別の機会に語られるだろう。

そのホワイト・ドラゴンに立ち向かう冒険は。
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カスタマーサービス	TEL:03-5304-9286
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■ダウンロード版アドベンチャーについて
　本アドベンチャーは、『D&D	Game	Day2008』用に発表された、
D&D第4版1レベル・キャラクター用アドベンチャー『シャドウハ
ントの霊廟／ Into the Shadowhaunt』	を、ダウンロード用に更新
したものです。
　『D&D	Game	Day2008』階催事に公開していたエラッタは、ア
ドベンチャー、キャラクター・シートとも反映してあります。
　
●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。

● 本冊子に掲載されたイラスト、文章などの無断転載、複写、複
製、ならびに当ファイルと内容の再配布を禁じます。

2009年1月
HobbyJAPAN	輸入事業課
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　地方領主の命で、この地方の通商街道を苦しめる若いホワイト・ドラ
ゴンを打倒するために、PCたちはヘイルストーム・タワーに進軍する。
PCたちは、ホワイト・ドラゴンの巣窟（寒さと危険に満ちた、隔絶された
場所に建つ、打ち捨てられた塔）までドラゴンを追い詰めた。

　遭遇を開始する前に、ヘイルストーム・タワーのマップにある開始エ
リア（START	AREA	A	あるいは	START	AREA	B）の任意のマスに、プレ
イヤーたちのキャラクターのミニチュアを置かせること。

DM である君が遭遇を開始する時に、以下を読むこと：
すでに瓦解した監視塔は、雪の取り除かれた頂上に寂しく

建っている。誰に聞いても、ホワイト・ドラゴンがこの廃墟
を巣窟として使っていると言われた。あまり頼りにならない
斜面が、頂上への通路としてつながっている。

突然、耳をつんざくうなり声が、近くの雪の斜面を震わせ、
頂上から反響する。獣が、君たちがここにいると知っている
のは間違いない。

　ドラゴンは、PCが近くに来る音がすでに聞こえているか、姿を見てお
り、戦闘を予期している。
　イニシアチブを判定すること！

ヤング・ホワイト・ドラゴン	 レベル3	単独	暴れ役
大型、自然、幻獣（ドラゴン）　XP	750
イニシアチブ＋1	 感覚：〈知覚〉＋7；暗視
HP：200；重傷：100　ブラッディッド・ブレス
AC：18；頑健	20、反応	16、意志	17
［冷気］に対するセーヴに＋5ボーナス
移動速度	6（アイス・ウォーク）、飛行	6（滞空）、飛行移動速度	10	
アクション・ポイント	2

	バイト／ Bite（標準；無限回）◆［冷気］
射程	2；＋6	対	AC：1d8	＋4	さらに1d6の［冷気］ダメージ（1d6の［冷

気］ダメージは機会攻撃が成功した場合も加算する）
	クロー／ Claw（標準；無限回）

射程	2;	＋6	対	AC;	1d8	＋4ダメージ
	ドラゴンズ・フューリー／Dragon’s	Fury（標準；無限回）
ドラゴンは両方の爪で攻撃を行う。もしドラゴンが一つの対象に

両方の攻撃を命中させたら、バイトのパワーによる攻撃を追
	 加で1回、対象に与える。

 	ブレス・ウェポン／Breath	Weapon
	(標準;	再チャージ	5、6）◆［冷気］

近接範囲・噴射5；＋4	対	反応；3d6＋4［冷気］ダメージ、さらに
目標は減速状態、弱体化状態となる（いずれもセーヴで終了）

 	ブラッディド・ブレス/Bloodied	Breath
（最初の重傷時はフリー	;	遭遇毎）◆［冷気］

このドラゴンのブレス攻撃は、使用されるたびに、ただちに再チャ
ージされる。

 	ファイトフル・プレセンス／ Frightful	Presence	
（標準;遭遇毎）	◆	［恐怖］

近接範囲・爆発5；目標・敵；＋4	対	意志；対象は、次のドラゴン
のターンの終了まで、朦朧状態となる。

	 継続効果：目標は、攻撃判定に－2のペナルティ。（セーヴで
終了）

属性：悪　言語：竜語
技能：〈運動〉＋15
【筋】18（＋5）	 	 【敏】10（＋1）	 	 【判】12（＋2）	
【耐】18（＋5）	 	 【知】10（＋1）	 	 【魅】8（＋0）

エリアの機能
短い断崖：上へ向かう雪の多い道に囲まれた四角い場所のマスは、
10フィートの高さの凍った断崖である。これらの断崖の１つを登るに
は難易度17の〈運動〉判定の成功が必要で、移動速度を4マスぶん消費
する。

断崖から張り出している雪溜り：頂上へ繋がる短い岩壁にはそれぞれ、
雪溜りがつららとともに突き出している。これらは、そのマスを対象とす
るなにかしらの攻撃（そのマスを含む遠隔範囲攻撃か、あるいは近接
範囲攻撃でも）を受けるか、8hpのダメージ受けることで氷雪の大暴落
を起こす。
そのマスにいるか、そのマスの下の崖を登っているキャラクターは、伏
せ状態となり、1d6ダメージを被る。

凍った傾斜路：瓦礫、氷、および雪からなる傾斜路は、断崖面を登るこ
となくPCが頂上に近づくことを可能にする。これらのマスの上にいる
時に攻撃されたクリーチャーは、難易度13の〈軽業〉判定で成功しなけ
れば、伏せ状態になる。ヤング・ホワイト・ドラゴンはアイス・ウォー
クの力により、この判定をする必要がない。

塞いでいる巨岩：塔の後ろの洞窟にある裏口の１つを塞ぐ巨石は、動
かすために難易度20【筋】判定を必要する（“大型”クリーチャーは、この
判定に＋5ボーナス）。それを動かしたとしても、その入口は移動困難
な地形である。

※ 訳注：マップでは、△記号で“移動困難な地形”となっているが、この岩

を移動しなければ、そのマスには進入できない。

神聖な円：ターンを、この円にいる状態で開始するクリーチャーは何者
であっても、ダメージが2hp回復する（訳注：最大HPまでしか回復しな
い）。そのためドラゴンは他のどの場所よりも、この山頂のマスにいるこ
とを好む。

矢狭間：多くの実践から、ドラゴンは矢狭間の隣のマスにいる時、矢狭
間を通してブレスを使うことができる（訳注：矢狭間が面しているマス
が起点のマスとなる）。これはどちらの側からも可能である。

その他の塔の詳細：塔の上層部は跡形もない。梯子はどこにも続いて
いない。角に描かれたトラップ・ドアは凍結し、固く閉ざされている（開
けるには難易度18【筋】判定）。；ドアは、塔と同じ広さをもつ地下倉庫
につながっているが、隙間なく凍りついた古い在庫品で一杯になって
いる（そのため、進入できない）。

敵対的なホワイト・ドラゴン
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ドラゴンの戦術
　ヤング・ホワイト・ドラゴンは、神聖な円（前述の神聖な円を参照）
の真ん中から行動をはじめる。この有利な地点から、ドラゴンはマップ
上のどこでも見ることができる。
　PCが凍った傾斜路のどこかの上に出るか、断崖の頂上を乗り越えて
いるPCを見つけたら、ドラゴンは移動を開始する。
　そして、ドラゴンは塔から急に飛び出し、できる限り多くのPCをブレ
ス・ウェポンでの攻撃の範囲に捉える位置に移動してブレスを吐く（2
回移動する必要がある場合は、ドラゴンはアクション・ポイント1点を消
費して、追加の標準アクションによりブレス・ウェポンでの攻撃を行う）。
このブレス・ウェポンでの攻撃が命中すると、、目標は伏せ状態となる
可能性がある。；エリアの機能を参照。

　ドラゴンがブレス・ウェポン攻撃を使った後に、そのあとにくるドラゴ
ンのターンが始まるごとに1d6をロールすること。出目で5か6が出たら、
ブレス・ウェポンは再チャージされ、再び使われるかもしれない。
　PCたちが散開している限り、ドラゴンは最も無防備な者を狙ってなる
べく移動し、クローでの攻撃を行う。明らかにファイターやパラディンだ
とわかる者がいるなら飛行する。だが、いずれかのキャラクターがドラ
ゴンをマークしている場合は、その脅威がなくなるまで、マークをしてい
るキャラクターに注意を向ける。
　3人以上のPCが、ターンの開始時に5マスの効果範囲に収まる場合、
ドラゴンはアクション・ポイントを消費してフライトフル・プレセンスの
パワーを使用してから、ブレス・ウェポンかクローのうち、より適切な攻
撃と（攻撃を行うのに適切な）移動を行う。もしこの遭遇において一度
使用していたら、フライトフル・プレセンスのパワーは、この遭遇の中で
は再び使用することはできない。

　ドラゴンが重傷となった時、即応・対応としてドラゴンを重傷にした
のがどのような効果であっても、その直後にドラゴンは再びブレス・ウェ
ポンによる攻撃を行う。その次のターンには回復のために、神聖な円
に戻るように退却し、そこから戦いを継続する。ドラゴンは、敵がその
ヒーリング・パワーから利益を得ることができないよう、敵が円に入るこ
とを妨げる。傷ついたクリーチャーが円の中に立っているのを見ること
ができるなら誰にでも、円の治療の効果は容易にわかる。
　10hp以下に減少したなら、ドラゴンはこの地域から逃走しようと試み、
決して戻らない。

　［冷気］に対する抵抗15：ホワイト・ドラゴンが受けた［冷気］ダメー
ジから、15ポイントを減らすこと。
　セーヴィング・スロー ＋5：単独モンスターとして、ドラゴンはすべて
のセーヴに＋5のボーナスを得る。
　滞空：ドラゴンは、そうしたいときには移動アクションを消費せずに
空中にとどまることができる。それは飛行する間に切り替えることがで
きる。
　アクション・ポイント 2：遭遇の間に2回まで、1ラウンドには1回、ド
ラゴンはアクション・ポイントを消費して、標準か移動かマイナーいず
れかの、追加で一回のアクションを得る。

セーヴィング・スロー
　ドラゴンが、ブレス・ウェポンかフライトフル・プレセンスをキャラク
ターに命中させた場合、そのキャラクターは1つ以上の不利な状態を負
う。不利な状態を負ったキャラクターは、そのターンそれぞれの終わり
に、セーヴィング・スローを行う。

結末
　ドラゴンが逃走するか倒されたなら、PCたちは勝利を得たことにな
る！
少し塔を探索することによってPCたちは、攻撃した隊商からドラゴンが
盗んだもののいくつかを回収することができる。
　帰還したらPCたちは、彼らに仕事を与えた君主から追加で500gpの
報酬を主張することができる。

編注：このホワイト・ドラゴンのデータと「ヘイルストーム・タワー」

エリアは、D&D Game Day 2007 の開催において『シャドウハントの霊廟』

が早い時間に終了してしまったセッションのためのエクストラステージ

として用意されました。

HobbyJAPAN 輸入事業課

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

受付時間 :月～金 13:00 ～ 18:00( 土日祝日除く )

■ダウンロード版アドベンチャーについて
　このホワイト・ドラゴンのデータと「ヘイルストーム・タワー」
エリアは、D&D Game Day 2007の開催において『シャドウハン
トの霊廟』が早い時間に終了してしまったセッションのためのエ
クストラステージとして用意されました。
　『D&D	Game	Day2008』階催事に公開していたエラッタは、ア
ドベンチャー、キャラクター・シートとも反映してあります。

●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。

● 本冊子に掲載されたイラスト、文章などの無断転載、複写、複
製、ならびに当ファイルと内容の再配布を禁じます。

2009年1月
HobbyJAPAN	輸入事業課
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日本語版
D&D Game Day 2008

現在のヒット・ポイント		 	 	 	 	 	 現在の	回復力使用回数  

アルテイア・ギルドリーフ
エラドリンの女性	ウィザード

レベル 1	無属性
「問題は、あなたが私の呪文を避ける位置にいるかどうかよ。」

能力	 	 数値	 	 修正値

【筋力】  10  ＋ 0
【耐久力】 13  ＋ 1
【敏捷力】 14  ＋ 2
【知力】  18  ＋ 4
【判断力】 14  ＋ 2 
【魅力】  11  ＋ 0 

アーマー・クラス  14
頑健防御値    11
反応防御値    14
意志防御値    15
イニシアチブ    ＋ 2
移動速度（マス目）   6

ヒット・ポイント：23 回復力値 5   底力の使用 □

重傷：11   1 日の回復力使用回数 7 
（底力の使用は遭遇ごとに 1 回）

基本攻撃名 攻撃ボーナス ダメージ 範囲／属性
ダガー ＋ 3 対 AC（投擲には＋ 5） 1d4（投擲では 1d4+2） 5 マス（通常）／ 10 マス（最大）

マジック・ミサイル ＋ 4 対 “ 反応 ” 2d4 ＋ 4 20 マス

特技
《技能修得》：〈隠密〉（計算済み）

技能
受動〈看破〉  17
受動〈知覚〉  12

〈運動〉   ＋ 0
〈隠密〉   ＋ 7
〈軽業〉   ＋ 2
〈看破〉   ＋ 7
〈自然〉   ＋ 9
〈宗教〉   ＋ 9
〈知覚〉   ＋ 2
〈魔法学〉  ＋ 11
〈歴史〉   ＋ 11

呪文（秘術・パワー）
シートの裏側を参照。

種族およびクラスの特徴
エラドリンの意志：［魅了］効果に対するセーヴに＋ 5 の種

族ボーナスを得る。

フェイ起源：君はクリーチャーの起源に関わる効果に関して
はフェイ起源とみなされる。

トランス：1 日に 4 時間のトランスを行なうことで、他の種
族が 6 時間の大休憩で得るのと同一の利益を得られる。ト
ランスの間、君は周囲の状況に普段どおり注意を払ってお
り、近付く敵やその他のできごとには通常通り気がつく。

フェイ・ステップ（裏面を参照）
秘術装具体得：オーブ・オヴ・インポジッション
 1 回の遭遇につき一度、フリーアクションで、君が投射し

た呪文の効果に対してクリーチャー 1 体が行うセーヴィン
グスローに、－ 2 のペナルティーを与える

初級呪文（裏面を参照）

《儀式修得者》（儀式を使うことができる）
呪文書（裏面を参照）

言語：共通語、エルフ語

夜目

注釈：いくつかの種族とクラスの特徴は、すでにキャラクター
の数値の中に加算されており、シートの上で別記はされない。

装備
ダガー× 3、オーブ、呪文書、バックパック、携帯用寝具、火打ち石と打ち金、ベルト・ポーチ、陽光棒× 2、
10 日分の保存食、麻のロープ 50 フィート、水袋。



呪文（秘術・パワー）
君のパワーは呪文と呼ばれる。そのパワーが秘術に由来するからだ。

君がパワーを行使する時は通常、君は手にオーブ ( 装具 ) を持っているけ
れども、それは必須ではない。

君はまた呪文書を所有している。君が冒険を開始する時と、大休憩ご
とに、2 つの一日毎の呪文のうちの 1 つを選び、準備する。

無限回パワー
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
目標：物体 1 つまたは占有されていないマス 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。

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：＋ 4 対 “ 反応 ”
成功：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扱われる。なんらかのパワーが使
用者に 1 回の遠隔基礎攻撃を行なわせる際にも、使用者はこのパワーを
使用することができる。

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 つまたは占有されていないマス 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：使用者は射程内の占有されていないマス 1 つに、宙に浮かぶおぼ
ろげな手を創造する。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。

サンダーウェイヴ　Thunderwave ／雷鳴波　ウィザード／攻撃／ 1

むちを鳴らすような音と共に音波が炸裂し、敵をその場から追いたてる。
［無限回］◆［装具］、［秘術］、［雷鳴］
標準アクション	 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：＋ 4 対 “ 頑健 ”
成功：1d6 ＋ 4 の［雷鳴］ダメージ。使用者は目標を 2 マスだけ押しやる。

遭遇毎パワー
フェイ・ステップ Fey	Step ／フェイの一跳び	エラドリン・種族パワー
ただの一歩で、君はその場から消え失せ、別の場所に現れる。
［遭遇毎］◆［瞬間移動］
移動アクション	 使用者
効果：5 マスまでの瞬間移動を行なう。
瞬間移動とは、一つの地点から他の地点へと瞬時に移動することである。
瞬間移動は以下のルールに従う。
視線：君は瞬間移動の終着点を見ることができねばならない。
効果線は不要：君は自分が見ることのできる終着点へは、たとえ君からそ
こへ効果線が通っていなかったとしても、瞬間移動することができる。
機会攻撃なし：瞬間移動は機会攻撃を誘発しない。
瞬間：瞬間移動を行なう際、君はその占めていたマス目から消え去り、即
座に君が選んだ新しいマス目に現れる。君と終着点との間に存在するク
リーチャー、物体、地形は君の移動を一切妨げない。
動けない状態：“ 動けない状態 ” であるからといって、瞬間移動ができな
くなるわけではない。君が何らかの物理的な効果によって “ 動けない状態 ”
になっている場合、君は瞬間移動によってその位置から立ち去ることが
でき、そうすればもはや “ 動けない状態 ” でも拘束状態でもなくなる。一
方、君が肉体または精神に対する何らかの効果によって “ 動けない状態 ”
になっている場合、瞬間移動自体は可能だが、瞬間移動を行なうことでそ
の効果が終るわけではない。瞬間移動の終着点に着いてもやはり “ 動けな
い状態 ” のままである。

アイシー・テレイン　Icy Terrain ／凍る大地　ウィザード・攻撃・1
君は氷の吐息と共に秘術の言葉を紡ぎ、地表に不確かな氷の層を生じさせ
て敵たちの邪魔をする。
［遭遇毎］◆［装具］、［秘術］、［冷気］
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：＋ 4 対 “ 反応 ”
成功：1d6 ＋ 4 の［冷気］ダメージ。目標は伏せ状態になる。
効果：このパワーの効果範囲内は、使用者の次のターンの終了時まで移動
困難な地形となる。使用者はこの効果を 1 回のマイナー・アクションで
終了させることができる。

一日毎パワー（大休憩毎に 1つ選ぶこと）

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：＋ 4 対 “ 反応 ”
成功：2d8 ＋ 4 の［酸］ダメージと継続的［酸］ダメージ 5（セーヴによ
り終了）。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：＋ 4 対 “ 反応 ”
　成功：1d8 ＋ 4 の［酸］ダメージと継続的［酸］ダメージ 5（セーヴに
より終了）。
失敗：半減ダメージ。1 次目標に継続的［酸］ダメージ 2（セーヴにより
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・20 マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋ 4 対 “ 意志 ”
成功：目標は減速状態となる（セーヴにより終了）。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
により終了）。
失敗：目標は減速状態となる（セーヴにより終了）。
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現在のヒット・ポイント		 	 	 	 	 	 現在の	回復力使用回数  

デサンド・クイックフット
ハーフエルフの男性	ローグ

レベル 1	無属性
「なんでもこの袖に入ってるよ。」

能力	 	 数値	 	 修正値

【筋力】  12  ＋ 1
【耐久力】 15  ＋ 2
【敏捷力】 16  ＋ 3
【知力】  11  ＋ 0
【判断力】 10  ＋ 0 
【魅力】  16  ＋ 3 

アーマー・クラス  15
頑健防御値    12
反応防御値    15
意志防御値    13
イニシアチブ    ＋ 3
移動速度（マス目）   6

ヒット・ポイント：27 回復力値 6   底力の使用 □

重傷：13   1 日の回復力使用回数 8 
（底力の使用は遭遇ごとに 1 回）

基本攻撃名 攻撃ボーナス ダメージ 範囲／属性
レイピア ＋ 4 対 AC 1d8+1
ダガー ＋ 5 対 AC（投擲には＋ 7） 1d4 ＋ 1（投擲では 1d4 ＋ 3）5 マス（通常）／ 10 マス（最大）
ハンド・クロスボウ ＋ 5 対 AC 1d6 ＋ 3 10 マス（通常）／ 20 マス（最大）

　装填・フリーアクション

特技
《武器習熟》：レイピア

技能
受動〈看破〉  12
受動〈知覚〉  15

〈軽業〉  ＋ 8
〈運動〉  ＋ 1
〈はったり〉 ＋ 8
〈交渉〉  ＋ 5
〈看破〉  ＋ 2
〈知覚〉  ＋ 5
〈隠密〉  ＋ 8
〈事情通〉 ＋ 8
〈盗賊〉  ＋ 8

武技（武勇・パワー）
シートの裏側を参照。

種族およびクラスの特徴
集団交渉術：10 マス以内にいる仲間すべての〈交渉〉判定に

＋ 1 の種族ボーナスを与える。
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
して戦術的有利を得る。

欺きの達人：君は機会攻撃に対して AC に＋ 3 ボーナスを得る。
急所攻撃：1 ラウンドに 1 回、1 体の敵に対して戦術的有利

を有しており、君はその敵に対する攻撃が成功したなら、
2d6 ダメージの追加ダメージを与えることができる。

言語：共通語、ドワーフ語、エルフ語

夜目

注釈：いくつかの種族とクラスの特徴は、すでにキャラクター
の数値の中に加算されており、シートの上で別記はされない。

装備
レザー・アーマー、ハンド・クロスボウ、ダガー、矢筒とクロスボウ用ボルト、バックパック、携帯用寝具、
火打ち石と打ち金、ベルト・ポーチ、陽光棒× 2、10 日分の保存食、麻のロープ 50 フィート、水袋。



武技（武勇・パワー）
君のパワーは武技と呼ばれる。そのパワーが武勇の力に由来するから

だ。君がパワーを行使する時は通常、武器を使用していることを前提とす
る。ただしパワーに「武器」について記述がないならば、君は手に武器を
持つ必要はない。

無限回パワー

ピアシング・ストライク ローグ／攻撃／ 1

Piercing Strike ／貫通撃
針のような剣先が敵の鎧をすり抜け、肉に食い込む。
［無限回］◆［武器］、［武勇］
標準アクション	 近接・武器
必要条件：使用者は 1 つの軽刀剣を使用していなければならない。

目標：クリーチャー 1 体
攻撃：レイピア ＋ 4 対 “ 反応 ” ／ダガー ＋ 5 対 “ 反応 ”
成功：レイピア 1d8 ＋ 3 ダメージ／ダガー 1d4 ＋ 3 ダメージ

スライ・フラーリッシュ ローグ／攻撃／ 1

Sly Flourish ／狡猾にして優美
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	 近接または近接・武器
必要条件：使用者は軽刀剣類、クロスボウ類、もしくはスリング類を 1
つ使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1 体
攻撃：レイピア：＋ 4 対 AC ／ダガー：＋ 5 対 AC ／ハンド・クロスボウ： 
＋ 5 対 AC
成功：レイピア：1d8 ＋ 6 ダメージ／ダガー：1d4 ＋ 6 ダメージ／ハンド・
クロスボウ：1d6 ＋ 6 ダメージ

遭遇毎パワー

アイバイト ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 1
Eyebite ／魔眼
君が敵を睨みつけると、君の眼は一瞬だけまばゆく輝く。敵
は君の精神的な攻撃に身をよじり、君は敵の視界から消えう
せる。
［無限回］◆［精神］、［装具］、［秘術］、［魅了］
標準アクション	 遠隔・10
目標：クリーチャー 1 体
攻撃：＋ 3 対 “ 意志 ”
成功：1d6 ＋ 3 の［精神］ダメージ。使用者の次のターンの開始時まで、
使用者は目標に対して不可視状態となる。

ポジショニング・ストライク ローグ／攻撃／ 1
Positioning Strike ／横すべり打撃
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
必要条件：使用者は 1 つの軽刀剣を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1 体
攻撃：レイピア：＋ 4 対 “ 意志 ” ／ダガー：＋ 5 対 “ 意志 ”
成功：レイピア：1d8 ＋ 3 ダメージ。／ダガー：1d4 ＋ 3。目標を 3 マ
ス横すべりさせる。

一日毎パワー

イージー・ターゲット ローグ／攻撃／ 1
Easy Target ／容易い的
君の一撃は敵をよろめかせ、次の攻撃の準備が整う。
［一日毎］◆［武器］、［武勇］
標準アクション	 近接または遠隔・武器
必要条件：使用者は軽刀剣、クロスボウ類、もしくはスリング類を 1 つ
使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1 体
攻撃：レイピア：＋ 4 対 AC ／ダガー：＋ 5 対 AC ／ハンド・クロスボウ 
：＋ 5 対 AC
成功：レイピア：2d8 ＋ 3 ダメージ／ダガー：2d4 ＋ 3 ／ハンド・クロ
スボウ：2d6 ＋ 3。目標は減速状態となり、使用者に戦術的有利を与える

（セーヴにより両方とも終了）。
失敗：半減ダメージ。目標は使用者の次のターンの終了時まで使用者に戦
術的有利を与える。
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現在のヒット・ポイント		 	 	 	 	 	 現在の	回復力使用回数  

ダージェン・ダークスティール
ドワーフの男性	ファイター

レベル 1	善属性
「私は悪人の気まぐれに惑わされはしない。」

能力	 	 数値	 	 修正値

【筋力】  16  ＋ 3 
【耐久力】 15  ＋ 2
【敏捷力】 14  ＋ 2
【知力】  11  ＋ 0
【判断力】 14  ＋ 2 
【魅力】  10  ＋ 0 

 
アーマー・クラス   17
頑健防御値    15
反応防御値    12
意志防御値    12
イニシアチブ    ＋ 2
移動速度（マス目）   5

ヒット・ポイント：30 回復力値 7   底力の使用 □

重傷：15   1 日の回復力使用回数 11 
（底力の使用は遭遇ごとに 1 回）

基本攻撃名 攻撃ボーナス ダメージ 範囲／属性
グレートアクス ＋ 6 対 AC 1d12 ＋ 5 高クリティカル（クリティカル時 1d12 追加ダメージ）

ハンドアクス ＋ 5 対 AC 1d6 ＋ 5 5 マス（通常）／ 10 マス（最大）

特技
《ドワーフ流武器訓練》（計算済み）

技能
受動〈看破〉  12
受動〈知覚〉  12

〈運動〉   ＋ 8
〈隠密〉  ＋ 2
〈軽業〉   ＋ 2
〈看破〉  ＋ 2
〈持久力〉 ＋ 9
〈地下探検〉 ＋ 4
〈知覚〉  ＋ 2
〈治療〉  ＋ 7

武技（武勇・パワー）
シートの裏側を参照。

種族およびクラスの特徴
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。

ドワーフの底力：通常は標準アクションである “ 底力 ” をマイナー・

アクションで使用することができる。

踏ん張り：何らかの効果（押しやる、引き寄せる、横滑りさせる）
が君を強制的に移動させるとき、実際に移動させられるマス数
は、その効果が定める数値よりも 1 マス少なくなる。

ファイターの標的：戦闘中にファイターを無視するのは危険極ま
りない。君は敵を攻撃するたびに、その攻撃がヒットしようと
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。

　　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、
シフトするか、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ができる。

卓越の戦士：君は機会攻撃の攻撃ロールに＋２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。

言語：共通語、ドワーフ語、エルフ語
夜目

注釈：いくつかの種族とクラスの特徴は、すでにキャラクターの数
値の中に加算されており、シートの上で別記はされない。

装備
スケイル・アーマー、グレートアクス、ハンドアクス× 2、バックパック、携帯用寝具、火打ち石と打ち金、
ベルト・ポーチ、陽光棒× 2、10 日分の保存食、麻のロープ 50 フィート、水袋。



武技（武勇・パワー）
君のパワーは武技と呼ばれる。そのパワーが武勇の力に由来するから

だ。君がパワーを行使する時は通常、武器を使用していることを前提とす
る。ただしパワーに「武器」について記述がないならば、君は手に武器を
持つ必要はない。

無限回パワー

クリーヴ ファイター／攻撃／ 1
Cleave ／薙ぎ払い
君は 1 体の敵に斬りつけ、さらにもう 1 体までなぎ払った。
［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：グレートアクス：＋ 6 対 AC ／ハンド・アクス：＋ 5 対 AC
成功：グレートアクス：1d12 ＋ 5 ダメージ／ハンド・アクス：1d6 ＋ 5 
ダメージ。さらに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 ファイター／攻撃／ 1
Reaping Strike ／鉤形撃
君は大振りの攻撃を中途で止め、すばや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：グレート・アクス：＋ 6 対 AC ／ハンド・アクス：＋ 5 対 AC
成功：グレート・アクス：1d12 ＋ 5 ダメージ／ハンド・アクス：1d6 ＋
5
失敗：＋ 3 ダメージ

遭遇毎パワー

カバーリング・アタック ファイター／攻撃／ 1
Covering Attack ／援護攻撃
君は敵めがけて目も眩むような打突を繰り出し、敵の注意を
君だけに集中させる。君の猛烈な攻撃の蔭で、仲間の 1 人は
その敵から無事に逃げおおせる。
［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：グレート・アクス：＋ 6 対 AC ／ハンド・アクス：＋ 5 対 AC
成功：グレート・アクス：2d12 ＋ 5 ／ハンド・アクス：2d6 ＋ 5。さら
に目標に隣接する味方 1 人は 2 マスのシフトを行なえる。

一日毎パワー

ブルート・ストライク ファイター／攻撃／ 1
Brute Strike ／粗暴な打撃
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。
［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：グレート・アクス：＋ 6 対 AC ／ハンド・アクス：＋ 5 対 AC
成功：グレート・アクス：3d12 ＋ 5 ダメージ／ハンド・アクス：3d6 ＋
5 ダメージ
信頼性：このパワーの攻撃ロールがミスした場合、このパワーの使用回数
は消費されない。



日本語版
D&D Game Day 2008

現在のヒット・ポイント		 	 	 	 	 	 現在の	回復力使用回数  

ペイロアのエヴォン
ヒューマンの男性	クレリック

レベル 1	善属性
「ペイロアの神性の輝きは、悪しきものを退けるだろう！」

能力	 	 数値	 	 修正値

【筋力】  16  ＋ 3 
【耐久力】 13  ＋ 1
【敏捷力】 11  ＋ 0
【知力】  12  ＋ 1
【判断力】 16  ＋ 3 
【魅力】  10  ＋ 0  

 
アーマー・クラス  16
頑健防御値   14
反応防御値   12
意志防御値   16
イニシアチブ   ＋ 0
移動速度（マス目）  5

ヒット・ポイント：29 回復力値 7   底力の使用 □

重傷：14   1 日の回復力使用回数 8 
（底力の使用は遭遇ごとに 1 回）

基本攻撃名 攻撃ボーナス ダメージ 範囲／属性
メイス ＋ 5 対 AC 1d8+3 両用武器（両手持ちの場合、ダメージに＋ 1）

ダガー ＋ 6 対 AC（投擲の場合＋ 3） 1d4+3（投擲の場合 1d4） 5 マス（通常）／ 10 マス（最大）

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
特技ボーナスを得る。

《追加 hp》（計算済み）

技能
受動〈看破〉 18
受動〈知覚〉 13

〈軽業〉  － 1
〈運動〉  ＋ 2
〈魔法学〉  ＋ 6
〈治療〉  ＋ 8
〈歴史〉  ＋ 6
〈看破〉  ＋ 8
〈知覚〉  ＋ 3
〈宗教〉  ＋ 6
〈隠密〉  － 1

祈祷（信仰・パワー）
シートの裏側を参照。

種族およびクラスの特徴
チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・フォーチュン（裏

面参照）
チャネル・ディヴィニティ：ターン・アンデッド（裏面参照）
ヒーリング・ワード（裏面参照）
《儀式修得者》（儀式を使うことができる）

言語：共通語、ドワーフ語

通常視野

注釈：いくつかの種族とクラスの特徴は、すでにキャラクター
の数値の中に加算されており、シートの上で別記はされない。

装備
チェインメイル、メイス、ダガー、聖印、バックパック、携帯用寝具、火打ち石と打ち金、ベルト・ポーチ、
陽光棒× 2、10 日分の保存食、麻のロープ 50 フィート、水袋。



祈祷（信仰・パワー）
君のパワーは祈祷と呼ばれる。それらが信仰の力を源とするからだ。

パワーのいくつかは、武器を使うことを必要とする。ただしパワーに武器
についての記述がなければ、手に武器を持つ必要はない。君が特定のパワー
を使う時に、通常は手に聖印（装具）を持つが、それは必須ではない。

無限回パワー

ランス・オヴ・フェイス クレリック／攻撃／ 1
Lance of Faith ／信仰の槍
君は黄金色の輝きとともに眩い光線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：＋ 3 対 “ 反応 ”
成功：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。

プリースツ・シールド クレリック／攻撃／ 1
Priest's Shield ／聖職者の盾
君は短い護りの祈りを唱えつつ武器を振り下ろした。
［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：メイス：＋ 5 対 AC ／ダガー：＋ 6 対 AC
成功：1d8 ＋ 3 （ダガーの場合は 1d4 ＋ 3）のダメージ。使用者および隣
接する味方の 1 人は、使用者の次のターンの終了時まで AC に＋ 1 のパ
ワー・ボーナスを得る。

ライチャス・ブランド クレリック／攻撃／ 1
Righteous Brand ／正義の刻印
君は敵を自分の武器で攻撃しつつ、己が神格の怒りを示すかすかな光を刻
印した。印が生じた時に、君は 1 人の味方の名前を告げ、刻印された敵
に対するその味方の攻撃を信仰の力で後押しした。
［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：メイス：＋ 5 対 AC ／ダガー：＋ 6 対 AC
成功：メイスは 1d8 ＋ 3 ダメージ／ダガーは 1d4 ＋ 3 ダメージ。使用
者から 5 マス以内にいる味方 1 人は、使用者の次のターンの終了時まで、
目標に対する攻撃ロールに＋ 3 のパワー・ボーナスを得る。

遭遇毎パワー

チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・フォーチュン 
クレリック／クラス特徴

Channel Divinity：Divine Fortune ／神性伝導：信仰の幸運
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。
特殊：１遭遇には、ディヴァイン・フォーチュンか、ターン・アンデッド
のうち、どちらかのパワーを１度だけ使用できる。

チャネル・ディヴィニティ：ターン・アンデッド
クレリック／クラス特徴

Channel Divinity：Turn Undead ／神性伝導：アンデッド退散
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：＋ 3 対 “ 意志 ”
成功：1d10 ＋ 3 の［光輝］ダメージ。使用者は目標を 5 マスだけ押しや
るする。目標は使用者の次のターンの終了時まで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。

失敗：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。
特殊：１遭遇には、ディヴァイン・フォーチュンか、ターン・アンデッド
のうち、どちらかのパワーを１度だけ使用できる。

ヒーリング・ストライク クレリック／攻撃／ 1
Healing Strike ／治癒の打撃
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：メイス：＋ 5 対 AC ／ダガー：＋ 6 対 AC
成功：メイスは 2d8 ＋ 3 ／ダガーは 2d4 ＋ 3 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 回分の回復力を使
用でき、さらに回復するヒット・ポイントに＋ 3 できる。

ヒーリング・ワード クレリック／クラス特徴
Healing Word ／治癒の言葉
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して通常よりも 1d6 ＋ 3 ポイント
多くヒット・ポイントを回復することができる。

一日毎パワー

アヴェンジング・フレイム クレリック／攻撃／ 1
Avenging Flame ／応報の炎
君が敵に武器を叩きつけると、敵は炎に包まれた。それでもなお攻撃をや
めぬ敵には、信仰の炎が応報を下す。
［一日毎］◆［信仰］、［火］、［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：メイス：＋ 5 対 AC ／ダガー：＋ 6 対 AC
成功：メイスは 2d8 ＋ 3 ダメージ／ダガーは 2d4 +3 ダメージ、加えて
継続的ダメージ［火］5（セーヴにより終了）。
失敗：半減ダメージ。継続的［火］ダメージはない。
特殊：目標が自分のターンに攻撃を行なった場合、そのターンにはこのパ
ワーによる継続的ダメージに対するセーヴィング・スローを行なうことが
できない。



日本語版
D&D Game Day 2008

現在のヒット・ポイント		 	 	 	 	 	 現在の	回復力使用回数  

ケルリック
ヒューマンの男性	ファイター

レベル 1	無属性
「もしそれが良い話なら、私ものるから勘定に入れてくれ。」

能力	 	 数値	 	 修正値

【筋力】  18  ＋ 4 
【耐久力】 13  ＋ 1
【敏捷力】 14  ＋ 2
【知力】  10  ＋ 0
【判断力】 11  ＋ 0 
【魅力】  12  ＋ 1 

  
アーマー・クラス  19
頑健防御値   17
反応防御値    15
意志防御値    12
イニシアチブ    ＋ 6
移動速度（マス目）   5

ヒット・ポイント：28 回復力値 7   底力の使用 □

重傷：14   1 日の回復力使用回数 10 
（底力の使用は遭遇ごとに 1 回）

基本攻撃名 攻撃ボーナス ダメージ 範囲／属性
バスタード・ソード ＋ 8 対 AC 1d10+4 両用武器（両手持ちの場合、ダメージに＋ 1）

特技
《武器習熟》：バスタード・ソード

《イニシアチブ強化》（計算済み）

技能
受動〈看破〉  10
受動〈知覚〉  10

〈軽業〉   ＋ 0
〈運動〉  ＋ 7
〈持久力〉 ＋ 4
〈看破〉  ＋ 0
〈威圧〉  ＋ 6
〈知覚〉  ＋ 0
〈隠密〉  ＋ 0
〈事情通〉 ＋ 6

武技（武勇・パワー）
シートの裏側を参照。

種族およびクラスの特徴
ファイターの標的：戦闘中にファイターを無視するのは危険

極まりない。君は敵を攻撃するたびに、その攻撃がヒット
しようと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。

　　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、シフトするか、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。

言語：共通語、エルフ語

通常視野

注釈：いくつかの種族とクラスの特徴は、すでにキャラクター
の数値の中に加算されており、シートの上で別記はされない。

装備
スケイル・アーマー、ヘビー・シールド、バスタード・ソード、バックパック、携帯用寝具、火打ち石と打ち金、
ベルト・ポーチ、陽光棒× 2、10 日分の保存食、麻のロープ 50 フィート、水袋。



武技（武勇・パワー）
君のパワーは武技と呼ばれる。そのパワーが武勇の力に由来するから

だ。君がパワーを行使する時は通常、武器を使用していることを前提とす
る。ただしパワーに「武器」について記述がないならば、君は、君の手に
武器を持つ必要はない。

無限回パワー

クリーヴ ファイター／攻撃／ 1
Cleave ／薙ぎ払い
君は 1 体の敵に斬りつけ、さらにもう 1 体までなぎ払った。
［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：＋ 8 対 AC
成功：1d10 ＋ 4 ダメージ。さらに使用者に隣接している別の敵 1 体は＋
4 ダメージを受ける。

シュア・ストライク ファイター／攻撃／ 1
Sure Strike ／確かな打撃
君は打撃力と引き換えに精密な攻撃を行なう。
［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：＋ 10 対 AC
成功： 1d10 ダメージ

タイド・オヴ・アイアン ファイター／攻撃／ 1
Tide of Iron ／打ち寄せるくろがね
君は強烈な一振りの後に盾をしっかと掴んで敵を突きとばす。
［無限回］◆［武器］、［武勇］

必要条件：使用者は盾を使用していなければならない。
標準アクション	 近接・武器
目標：クリーチャー 1 体
攻撃：＋ 8 対 AC
成功：1d10 ＋ 4 ダメージ。目標のサイズ分類が使用者と等しいか、1 段
階大きいか、1 段階小さいかのいずれかなら、使用者は目標を 1 マス押し
やる。使用者はそれまで目標が占めていたマスにシフトすることができる。

遭遇毎パワー

パッシング・アタック ファイター・攻撃・1
Passing Attack ／はずみの 2 連撃
君は 1 体の敵に得物を振り下ろし、その勢いにまかせて 1 歩踏み込み、
別の敵を攻撃する。
［遭遇毎］◆［武器］、［武勇］
標準アクション	 近接・武器
1 次目標：クリーチャー 1 体
攻撃：+8 対 AC
成功：1d10 ＋ 4 ダメージ。使用者は 1 マスのシフトを行なえる。1 回の
2 次攻撃を行なう。
　2 次目標：1 次目標以外のクリーチャー 1 体。
　2 次攻撃：＋ 10 対 AC
　成功：1d10 ＋ 4 ダメージ。

一日毎パワー

ヴィランズ・メナス ファイター・攻撃／ 1
Villain's Menace ／悪党の威嚇
君は敵を強かに打ちのめし、熟達の受け流しと容赦ない反撃で脅かし続け
る。
［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：＋ 8 対 AC
成功：2d10 ＋ 4 ダメージ。使用者はこの遭遇の終了時まで目標に対する
攻撃ロールに＋ 2 のパワー・ボーナスを得、ダメージ・ロールに＋ 4 の
パワー・ボーナスを得る。
失敗：この遭遇の終了時まで目標に対する攻撃ロールに＋ 1 のパワー・ボー
ナスを得、ダメージ・ロールに＋ 2 のパワー・ボーナスを得る。


