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はじめに
　素晴らしき公式D&Dプログラム、D&DエンカウンターズTMへよう
こそ。本アドベンチャーは、君の地元のウィザーズ・プレイ・ネッ
トワーク（WPN：Wizards Play Network）の拠点でプレイするように
デザインされたミニ・キャンペーンだ。
　本シーズンの目的のひとつとして、アドベンチャーのデザインに
あたっての新たなフォーマットを試みる、という点がある。本シー
ズンにおいて、君たちが物語の個々の要素を遊ぶ順番は君や君のプ
レイヤーたちの決定しだいで大きく変化しうる。この “並べ替え” を
行なえることで、冒険者たちはシーズンを通じ、自分たちの選択に
よってより強い決定権を持つことが可能になり、また、君はこの『混
沌教団を討て』を最大限楽しく運営するという試みにあたって、より
多くの自由を得ることになる。
　この自由には、当然責任が伴う。本エンカウンターズでは、シーズ
ンのほとんどにおいて、はっきりとした一本道で物語が展開すると
いったことにはならない。よって君は、プレイヤーたちの様々な選
択や行動に対して相応に対応する準備をしておかねばならない。プ
レイヤーやDMのほとんどは、このような“開放型”のゲームはより楽
しい経験をもたらすと感じるだろう。しかし、それはそれとしてDM
は個々のセッションの前により多くの準備時間を費やさねばならな
いのだ。
　DMの中には “一直線型” のアプローチがいいと思うものもいるか
もしれない。というのも、そのようなアドベンチャーの準備や運営
はより楽だからだ。というわけでそれを考慮し、個々の遭遇のテキ
スト中には “一本道シナリオとしてプレイする場合” というコラムを
配置した。このコラムには、プレイヤーの前にどのように手がかり
を配置すれば本シーズンを最も “一直線型ふう” に運営できるかとい
うことが記載されている。よって、これがあれば君は準備にかける
時間を減らしつつ、プレイヤーたちに物語の全体像を体験させるこ
とが可能になるというわけである。

D&D Nextをテストする
　本シーズンのD&Dエンカウンターズには、オプションとしてオン
ラインのコンポーネントが含まれており、これを使えばプレイヤー
やDMはゲームをD&D Nextのプレイテストとして遊ぶことができる。
これに参加するには、以下の5つのステップを順次行なうこと。
1．君が会場にする店に来ているプレイヤーたち、およびD&Dエン

カウンターズのオーガナイザーと話をすること。そして本シー
ズンのゲームをD&D Nextのプレイテストとして遊ぶことに興味
を持つ者が何人ぐらいいるか、そしてD&D第4版として遊びたい
者が何人ぐらいいるかをそれぞれ把握すること。プレイヤーの
興味がどうなっているかを勘案し、他のDMとも相談して、（君を
含む）すべての参加者が自分の好む版のゲームを確実に遊べるよ
うに調整すること。

2．君と君のプレイグループがD&D Nextのマテリアルを使用したい
ということになった場合、dndnext.comからプレイテストに登録
すること。

3．プレイテストのパケットをダウンロードし、文書（英語）をひとと
おり通読すること。特に、“How to Play”と“DM Guideline”のファ
イルは丁寧に読むこと。
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4．『Against the Cult of Chaos』のconversion notesをプリントアウ
トし、通読すること。このファイルには紹介、ガイドライン、そ
して『混沌教団を討て』を次の版のD&D用にコンバートするため
のデータが記載されている。

5．本アドベンチャーをしっかり理解すること。これでD&D Nextの
ゲームを運営する準備は完了だ！

プレイの準備
　D&Dエンカウンターズ・プレイ・キットには君がこのアドベン
チャーのDMをするのに必要なものがすべて含まれている。遭遇エ
リアのポスター・マップやモンスター、冒険者たち、それに戦場にお
ける効果を示すためのトークン・シートもキットに入っている。
　以下の手順に従ってプレイの準備を行なうこと。

セッション1の開始前に：
◆ 『冒険の背景』と『冒険の概略』のセクションに目を通し、物語の

大まかな流れをつかむ。
◆ P.6〜P.20の『第1章：ホメル・レーン』を読む。本シーズン中、PC

たちは相当の時間をこの村内で過ごすことになる。また、ホメル・
レーン内の多くの場所は、今後のセッションにおける遭遇のきっ
かけとなる。

最初のセッションの卓に着いたときに：
◆ すべてのプレイヤーが自分のPC（プレイヤー・キャラクター）を

持っていることを確認する。キットに含まれるキャラクターで
もいいし、D&Dのルールに従って自分で作成したものでもよい。

◆ プレイヤー全員にD&Dエンカウンターズ・プレイ記録用紙（D&D 
Encounters Play Tracker）を配る。このシートはプレイ・キット
に含まれ、プレイヤーはこれにそれぞれのセッションで獲得し
た宝物やその他の情報を記録することになる。

◆ オーガナイザーからセッション記録用紙（session tracking 
sheet）を受け取る。君のDCI/RPGAナンバーと共にプレイヤー全
員のDCI/RPGAナンバーを記録すること。君やプレイヤーの誰か
がDCI/RPGAナンバーを持っていない場合は、オーガナイザーに
頼んでメンバーシップ・カードを貰うこと。

セッション中：
◆ 1セッションにかかる時間は一般的に90分から2時間である。本

シーズンは“開放型”という性質を持つことから、各セッションを
記載してある順番どおりに遊ぶ必要はないし、もちろん記載順
に遊んでもいっこうに構わない。ただし、物語の他の部分がどの
ような順番で遊ばれるかに関わらず、『混沌の寺院』（P.48）は最
終セッションとなるだろう。

◆ ゲームを面白くするように決定を下し、裁定を行なうこと。プレ
イヤーがより楽しめるよう、君はDMとしてアドベンチャーに適
宜調整を加えることができる。

最初のセッションの終了時に：
◆ プレイヤーたちに、小休憩では回復しない能力をすべて、必ず記

録させておくこと。セッション間で回復を行なう際はリソース
の消費が必要となる。この記録はD&Dエンカウンターズ・プレ
イ記録用紙を使ってもいいし、それぞれのキャラクター・シー
トに記録するのでもよい。

◆ 君のセッション記録用紙をオーガナイザーに返却する。すべて
のDCI/RPGAナンバー、および氏名、そしてイベントの日付を確
実に記載すること。

◆ 宝物と経験点を与える。プレイヤーたちには、これらの報酬に
ついて、D&Dエンカウンターズ・プレイ記録用紙もしくはキャ
ラクター・シートに確実に記載させること。

キャンペーンの変更
　毎週、誰がD&Dエンカウンターズのセッションに来るかは君には
わからない。というわけで、君は毎週異なったプレイヤー集団と遊
ぶことになる可能性もある。1回か2回、セッションを飛ばすプレイ
ヤーもいるかもしれないし、数セッションを別のDMのもとで遊んで
きたプレイヤーもいるかもしれない。これは一向に構わない。
　多数決：アドベンチャーのプロットのある部分が、冒険者たちが
以前のセッションで下した決断に左右されるものであり、そして現
在のセッションを遊んでいるメンバーの一部は以前と異なっている
というような場合、個々のプレイヤーすべてについて、どのような判
断を下してきたかを調べる。多数決を取り、結果が同数となった場
合は最も良い結果となっているものを採択する。例えば君の卓の5
人のプレイヤーのうち3人が以前の遭遇でオーク・シャーマンの尊
敬を獲得していて2人がそうでなかった場合、PCたちは今週のセッ
ションにおいて、彼の尊敬を勝ち得ているものとして扱う。
　“一本道でない”プレイ：本シーズンにおいてそれぞれの遭遇は様々
な順番で遊ばれる可能性がある以上、複数のDMの間でプレイヤーが
移動することにより、問題が発生しうる。つまり、あるプレイヤーた
ちはこれからあるエリアを探索しようとしているが、別のプレイ
ヤーたちはもうそこを探索済みである、というようなものである。
この状況を考慮し、我々はDMがオプション遭遇を作成できるような
示唆をシナリオ中に盛り込んだ。この手法を用いれば、プレイヤー
たちは一度遊んだ遭遇をもう一度遊ぶなどといったことを強要され
ることなく様々な遭遇に関わることができる。

宝物
　PCたちが先へ行くに従って、金貨や貴重品、それに魔法のアイテ
ムといった宝物の獲得の機会が生じる。本アドベンチャーで登場す
る魔法のアイテムは、『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ 
堕ちた地の勇者』、『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・キング
ダムズ 忘れられた王国の勇者』、および『モルデンカイネンの魔法大
百貨』に記載されたものである。
　報酬としての魔法のアイテム：PCたちが、消費型でない魔法のアイ
テムを見つけると、プレイヤーたちは誰がどれを受け取るか決定す
る。特定のアイテムは特定のキャラクターにふさわしいということ
になることが多いので、たいていの場合、その決定はそう難しくはな
い。そうならなかった場合は、消費型でない魔法のアイテムを持っ
ていないキャラクターに新しいアイテムを渡すよう、君が指示する
こと。消費型でない魔法のアイテムを持っていないキャラクターが
2名以上いる場合、d20をロールして最も高い目を出したプレイヤー
が新しいアイテムを受け取る。
　アイテムの売却：本シーズンの舞台はすべてホメル・レーンの村
内および周辺であり、また村にいる人物で充分な資金を持っている
ものは誰もいないため、PCたちはセッション中に魔法のアイテムを
売却することはできない。
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 冒険の背景
　“狼蜘蛛”ミスカは、他に比べるものなき邪悪な混沌の力ある存在で
ある。はるか昔に忘れ去られた秩序と混沌の戦が始まってすぐ、こ
の恐るべきクリーチャーは数多の秩序の英雄たちを殺し、その後は
ずっと異次元の牢獄に閉じ込められていた。何千年もの間、このク
リーチャーは自らを閉じ込めた牢獄の壁に体当たりを続け、そうし
てとうとう、ほんのちっぽけな割れ目をこしらえるに至った。混沌
それ自身と同様、ミスカは忍耐強さからは程遠いが、執拗なのだ。
　ところで、今我々が舞台とする次元界においては、2世紀と少し前
にとある開拓者の集団がホメル・レーンという村をこしらえた（現
地では “ホメルレーン” とつづけて発音されるが、もとはホメルさん
のレーン（通り）という意味なので、文章の上では2語として記載す
る）。彼らはこの周辺がとてつもなく肥沃で作物の育ちがよく、素晴
らしく美しい森からは材木がいくらでも取れ、そして近くの山には
鉄の鉱脈があることを知って移り住んできたのだ。しかしこの一帯
は文明化されていない場所でもあり、移住者たちは様々な脅威に直
面せざるを得なかった。村は会合の場所として、また監視達の本拠
として機能するように作られ、商人や鉱夫、農民や職人たちの拠点と
して活気ある場所ともなっていった。
　開拓者たちを率いていたのはハフロン・ホメルという人物で、彼
は村と、そして頑丈な砦の建設を指揮した。村人たちも周囲の農民
たちも、村が大きくなってきたこの10年間というもの、ハフロンが
示したその手腕や勇敢さ、そして知恵に信を置いてきた。そしてあ
る日、村の外れのほうに哨戒に出ていたとき、“混沌の洞窟群”近辺で
彼は失踪した。彼の身に何が起こったか知る者はいなかったが、彼
の失踪後数週間というもの、村には怪事件が起こり続けた――人々
は疑心暗鬼に駆られて互いに孤立し、モンスターの襲撃は増え、そし
て村人たちの失踪が相次いだ。村人たちには知る由もないことだが、
このとき、ミスカの牢獄の割れ目が広がっていたのである。
　その年の晩秋のある日、ホメル・レーンに到着した隊商が見つけ
たのは、無人となった村だった。村周辺の農場にも人の気配はなく、
作物はそのまま腐り、そして家畜たちは世話もされた様子もないま
ま放置されていた。そしてほんの数箇所に残った小競り合いの痕跡
以外には、戦争があったような様子もないのだった。
　その後、周辺の勇敢な（愚かな、と見るむきもあろうが）住民たちが
徐々にこの村に移り住み始め、肥沃な農地を自分たちのものとした。
ホメル・レーンの人口は再び増え、その後1世紀にわたって村は栄え
た。そうして最初の村人たちが失踪してから100年が経とうとする
頃、厄介ごとがゆっくりと顔を出してきた。村人たちは奇怪な行動
を取るようになり、山賊たちが徘徊するようになり、そうして東の山
地からは人型のモンスターどもがやってきて村の周辺に広がる農地
を堂々と荒らしてゆくようになったのだ。
　村が無人となっているのがみつかってからきっかり100年が経っ
たある日、ホメル・レーンは襲撃を受けた。村にとっては幸運なこ
とに、その直前に大人数の冒険者たちや兵士たちが村に到着してい
た。敵軍――邪悪な人間、人型のモンスター、爬虫クリーチャー、そ
してどうやら発狂したらしき村人までがその中に混ざっていた――
は、血なまぐさい戦闘の末に殲滅された。冒険者たちは撤退する敵
軍を追った。邪悪な人間たちは北方にある森の中の堀で囲んだ館ま
で追い返され、人型のモンスターどもは東の山のねぐらへと逃げ帰
り、爬虫類たちは這いずり駆け回りつつ南の底なし沼へと帰って
いった。

　実のところ完全に殲滅の憂き目にあったのは、濠
ほり

をめぐらした砦
――濠要塞の名で呼ばれていた――に立てこもろうとした、邪悪な
人間どもだけだった。彼らの隠れ家を改めたところ、どうやらこの
山賊と追剥の集団は、この世のものならぬ邪悪と混沌の力に身を捧
げたとある人物に仕えているもののようであった。濠要塞は大きな
損害を被り、荒野の中で朽ちるままに放置された。このとき、ミスカ
は彼の存在のあらん限りの力を振り絞りつくしており、もう100年
の眠りについてしまった。
　この『混沌教団を討て』は、最初の失踪事件が起こってから200年
後、そしてホメル・レーン襲撃が失敗に終わってからさらに100年
が経ったときの話である。村の歴史はほぼ時の流れと共に忘れ去ら
れており、襲撃事件のことを覚えているわずかな者たちでさえ、あの
時の脅威はすっかり打ち払われたと言うばかりである。しかし、こ
こ最近、山賊どもの活動は活発化してきており、付近の農場ではゴブ
リンの徘徊が報告されており、そして村人たちの中にわずかながら、
奇怪な行動を取るものが出てきている。ミスカの力にそそのかされ
た者たちは再度の襲撃の準備を進めており、そして今度こそ“狼蜘蛛”
が囚われている次元界との間に恒久的なつながりを作り上げようと
しているのだ。

ハフロン・ホメルの物語
　ずっと昔、世界のこのあたりが文明化されるそのもっと前のこと、
隠れ家を求めて “混沌の洞窟群” にやってきた人型生物たちは、とあ
る暗闇を恐れ敬っていた。この単純なクリーチャーたちは、その暗
闇が巨大で恐ろしい力を封じ込めていることを感じ取り、そして暗
闇に対して、自分たちを殺さずにおいてくれ、そしてどうか自分たち
を脅かすものはなんであれ滅ぼせるような力を自分たちに与えてく
れ、と嘆願した。
　根源的に邪悪な混沌のクリーチャーである “狼蜘蛛” ミスカは彼ら
の声を聞いた。しかしミスカは別の次元界に囚われたままであった。
おびえきった人型生物たちの祈りは、この世界とミスカが囚われて
いる次元界との間に小さな橋をかけた。ミスカは牢獄の割れ目から
自分の精髄の一滴を贈り、そしてそれを受け取った人型生物のうち
数名が、それを用いて超自然的な力を発揮できるようになった。そ
してまた彼らは、ミスカの精髄から3つの力あるアイテムを作り出し
た。すなわち、ケイオス・ブレード、デス・サークレット、そしてス
クロール・オヴ・ファイナル・ワーズである。
　数世紀以上もの間、ありとあらゆる人型生物たちがミスカのくれ
た力を使いこなすのに時間を費やし、そうしているうちにミスカの
牢獄の割れ目はさらに広がっていった。しかし、それと同時にミス
カの牢獄は彼の力を吸い取るようになり、ミスカは自分の精髄を送
り出すごとに100年の休息を取ることを余儀なくされた。だが3つ
の力あるアイテムにより、ミスカが眠っている間も彼とこの世界と
の間につながりが保たれているのだ。
　ハフロン・ホメルが彼の名を冠した村の周辺一帯の哨戒に出てい
るときに “混沌の洞窟群” に踏み込み、そしてそれはたまたまミスカ
の力が最も強くなっているときだった――という事件が起きたのが、
ちょうど200年前のことである。彼は“混沌寺院”に踏み込み、ミスカ
の力の末端そのものである “混沌の欠片” をまともに見てしまったの
だ。彼はそれが何であるかを理解し、そしてそれを押さえ込んでお
くためには自身の命を捧げねばならないことを知った。ハフロンの
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亡骸は “混沌の欠片” の中に囚われたが、彼の魂はこの世界に逃げも
どった。ハフロンの魂は未だに洞窟に縛り付けられており、脅威が
拡大しつつあるのを認識し、そして必死になってそれを留める術を
捜し求めている。
　ハフロンはそのような状態にあるがために、とある特殊な知識を
得ている。彼はミスカの力を享けたアイテムが何年も前に作られて
いるということを知っている。そしてまた、強靭な精神を持つもの
であれば、そのアイテムを用いてミスカを封印することができる―
―うまくいけば永久に、ということも知っている。　

冒険の概略
　この『混沌教団を討て』において、冒険者たちは三つの脅威を倒し
て退けねばならない。すなわち、1体のスピリット・ナーガ（彼女自
身の持つ、犠牲者を魅了する力でもって獲得した信者たちによる邪
教集団を作り上げている）、1人の僧侶（ミスカからもたらされた力
を用いて村を狙う山賊どもを率いている）、そして最後に闇の女司祭

（人型生物たちの棲む洞窟に潜み、ミスカが囚われている次元界との
間に恒久的なつながりを作り上げようとしている）である。
　これらの脅威はそれぞれに別個のものであるが、冒険者たちは彼
らの探索がその欺瞞と危険で織り上げられた網を明らかにしていく
のに応じて、この3つに同時に対処せねばならない。
　冒険は、PCたちがハダライ・ムーンブルック卿と共にホメル・レー
ンの村に向かうところから始まる。ムーンブルック卿は “秩序をも
たらす者”を崇めるエルフのパラディンで、そして彼はホメル・レー
ンにある “秩序をもたらす者” の寺院の院長からの書状を受け取って
いる。その書状には、何か忌まわしいことが起こりつつあるという
警告が記されていた。というわけでムーンブルック卿は可能な限り
急いで冒険者たちを集め、形成されつつあるという邪悪がなんであ
れ、それと戦うために急行したのである。
　PCたちがホメル・レーンに向かう途中、何か恐ろしい力がムーン
ブルック卿に取り憑き、卿とその従者たちを操って冒険者たちを攻
撃させる。冒険者たちが卿を倒した後も邪悪のエッセンスは彼の中
に留まり続ける。卿は自らの意思でもって自らの身の内に邪悪を抱
え込み、それが外に広がることのないようにしたのである。
　村の中では、村人たちの多くが “這いずる神” の名で呼ばれるスピ
リット・ナーガに魅了されており、そしてその村人たちはいまや這
いずる神の教団の一員として彼女に仕えている。彼らは他の村人た
ちを捕らえてはスピリット・ナーガのところへ連れて行く。彼らの
目的は、村全体を意志無きカルト集団に変えてしまうことだ。この
誘拐事件のほとんどは金麦亭で起こっている。そして囚われた人々
は瞬間移動装置によって“秩序をもたらす者”の寺院を抜け、最終的に
は底なし沼にあるナーガの棲処へと送り込まれる。“秩序をもたら
す者”の寺院の実質的な筆頭司祭であるデヴィは、自ら望んでこの教
団に加わっている。

　その一方、“麗しの”レアスと呼ばれるクレリックは、ミスカの力を
この世界へと導き、堀で囲まれた古い館の地下のダンジョンの中に
その社

やしろ

をこしらえている。濠要塞の上の階には村を襲撃すべく彼が
徐々に集めてきた山賊集団が居ついており、そして地下のダンジョ
ンには彼の社と、そして彼が最も信を置く教団員たちがいる。
　最後に、最大の脅威は“混沌の洞窟群”の奥深くにある“混沌の寺院”
にある。ミスカの力の最大の受益者である高司祭イニューが “混沌
の欠片”を守っている。この力ある場こそ、ミスカが囚われている次
元界とこの世界に渡された橋の末端なのだ。イニューはレアスや這
いずる神を含むすべての手先を操り、ミスカの影響力をより大きな
世界へと広げようとしている。そしてミスカがもう100年の眠りに
就かされてしまう前に、彼を何とかこの世界に脱出させられないも
のかと目論んでいるのである。

このアドベンチャーの素性
　この『混沌教団を討て』は、3つの古典的なD&Dアドベン
チャーをちょっと変わった形で融合させたものである。その3つ
とはすなわち『国境の城塞』、“Village of Hommlet”、および
“Against the Cult of the Reptile God”である。また、その他
にも“Rod of Seven Parts”から、特に“狼蜘蛛”ミスカの物語に
関わる要素を持ってきている。
　このアドベンチャーでは、ホムレット村とオルレーンを併せてホ
メル・レーンという1つの村に仕立て、ルフスとバーンの塔を『国
境の城塞』ふうに書き換えている。ここではこれらのすべてを“混
沌の女王”と“秩序をもたらす者”の間の戦いによって説明される
曖昧な設定に落とし込んでいる。この2柱の神格は、これまでに
知られているいかなるD&D世界にも登場しない、いってみれば
“汎用的な”神である。本シナリオでは“麗しの”レアスと這いずる
神は混沌教団の手先に変わり、村の内部における“秩序をもたら
す者”と旧き（ドルイド的な）信仰の間の関係はよりあからさまな
対立関係へと変わっている。『国境の城塞』と同様に冒険の舞
台は文明世界の辺境とのみ定義され、西にある名もなき女男爵
が治める名もなき男爵領から2週間かかる距離にあるのである。
　君や君のプレイヤーが古いアドベンチャーに詳しいなら、きっと
この物語や立地条件、そして悪役たちへのオマージュを楽しんで
もらえるだろうことを我々は期待する。そうでない場合なら、この
アドベンチャーがD&Dの黎明期についての君の興味関心を掻き
立てることを我々は望む。そして、どちらにせよ、あるがままのこ
のアドベンチャーを楽しんでほしい――汎用的なD&Dの舞台設
定における、謀略と邪悪で織り成された網目の中を探索する、と
いうものを。
　戦術的な位置取り：本アドベンチャーでは、それぞれの遭遇
について、モンスターの位置を含む、サンプルとなる戦術セット
アップを提供している。個々の遭遇の戦術マップに記載されてい
るのは、遭遇のセットアップの一例に過ぎない。もしマップに記
載された場所はモンスターを配置するのにふさわしくないと考え
られた場合、君はその位置を変更してよい。君のアドベンチャー
がどのように遊ばれたかという物語的な展開こそが、キャラクター
やクリーチャーの位置を決定すべきなのである。
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セッション0：キャラクター作成
　本シーズンのD&Dエンカウンターズでは、最初のセッションはプ
レイヤーたちにキャラクターを作成させることを目的としている。
　今シーズンでは、プレイヤーたちはDragon誌に記載されたオプ
ションを含む、公式のD&D第4版のデータすべてを使用してキャラク
ターを作成することができる。
　このセッションに参加できなかったプレイヤーは、どこかで別に
キャラクターを作成してくることもできるし、プレイキットに同梱
の作成済みキャラクターのどれかを使用することもできる。プレイ
ヤーはそれぞれのセッションごとに自分のキャラクターを持ってこ
なくてはならない。
　

種族のオプション
　プレイヤーは、第4版製品に収載されたどの種族のキャラクターを
作成してもよい。初心者のプレイヤーは、『ヒーローズ・オヴ・ザ・
フォールン・ランズ』および『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・
キングダムズ』に記載の種族（エラドリン、エルフ、ティーフリング、
ドラウ、ドラゴンボーン、ドワーフ、ハーフエルフ、ハーフオーク、
ハーフリングおよびヒューマン）から選ぶとよい。

クラスのオプション
　プレイヤーは、第4版製品に収載されたどのクラスのキャラクター
を作成してもよい。初心者のプレイヤーは、『ヒーローズ・オヴ・ザ・
フォールン・ランズ』および『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・
キングダムズ』に記載のクラス（ウィザード、ウォーロック、クレリッ
ク、ドルイド、パラディン、ファイター、レンジャー、ローグ）から選
ぶとよい。

キャラクターの背景
　『混沌教団を討て』の筋立ての中に踏み込むと、2つの信仰が対立
しているという現状に直面することになる。この2つとはすなわち
“秩序をもたらす者”と“旧き信仰”である。“秩序をもたらす者”は正義、
法、戦闘、交易、力、文明、そして秩序をあらわす。“旧き信仰”は、自然、
平衡、魔法、原始のエネルギー、幸運、運命、そして生命の奔放さをあ
らわす。
　キャラクターを作成する際、プレイヤーは自分のキャラクターが
この2つの信仰のどちらに連なるものであるかを選択せねばならな
い（ほとんどの原始のキャラクターは旧き信仰に属する）。そのどち
らも信仰しないことを選択することもできるが、そうしてしまった
場合、本シーズン中に登場するNPCとのやりとりがやや味気ないも
のになってしまう危険性がある。

成長
　PCたちは経験点を獲得するのではなく、3セッションを遊んだ後
に1レベル上昇する。というわけで、すべてのセッションに参加した
場合、第3セッションの終了時にそのプレイヤーのキャラクターは2
レベルになり、第6セッションの終了時には3レベルになる。連続し
てセッションを遊べなかった場合でも、とにかく3セッションを遊ん
だ時点で1レベル上昇する。プレイヤーは自身のキャラクターのレ
ベルをD&Dエンカウンターズプレイ記録用紙に記載すること。すべ
てのセッションに参加したプレイヤーは、最終的には3レベルのキャ
ラクターで遊ぶことになる。

キャラクターの変更
　プレイヤーはD&Dエンカウンターズのシーズン中にキャラクター
を変更することができる。変更を望むプレイヤーは、これまでのキャ
ラクターと同レベルの別のキャラクターを持ってくること。ただし、
以前のキャラクターが持っていた宝物や装備が次のキャラクターに
引き継がれることはない。

キャラクターの死
　キャラクターがセッション中に死亡した場合、プレイヤーには2つ
の選択肢が与えられる。プレイヤーは同じキャラクターを次のセッ
ションの開始時に持ってくるか、あるいは同じレベルの新たなキャ
ラクターで開始することとなる。
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第1章：ホメル・レーン村
　ホメル・レーン村は文明世界の辺縁、危険が未だ存在する場所に
ある村だ。この一帯で奇妙な事件が頻発したため、村の“秩序をもた
らす者”の寺院の院長カノネス・イーディは、村からすれば地の果て
に向けて、助力を要請する嘆願書を送り出した。“秩序をもたらす者”
のパラディンであるエルフのハダライ・ムーンブルック卿は、彼女
の呼びかけに応えた者の1人である。“秩序をもたらす者” を信仰す
るPCたちは、彼の任務に同行して国境まで来てくれるよう依頼を受
けた。

ホメル・レーンへ
　本シーズンのD&Dエンカウンターズの最初のセッションで、冒険
者たちはホメル・レーンへと旅し、村が奇妙な出来事に悩まされて
いること、また、誰も気づいてはいないが3つの恐るべき脅威にさら
されているということを知る。
　ハダライ・ムーンブルック卿への手紙の中で、カノネス・イーディ
はホメル・レーンを悩ませているという厄介ごとについて、具体的
なことは一切書いていない。“旧き信仰”に属するドルイドたちは、村
周辺の一帯において、善と悪、そして法と混沌の勢力の間に恐るべき
不均衡が生じていることを占いによって見出している。このため、
“旧き信仰” を奉じるPCたちは、ムーンブルック卿が率いる一団に加
わるよう依頼を受けたのだ。ホメル・レーン周辺の “旧き信仰” の信
者たちを束ねているのは、“とねりこ杖の” ラムニーという名のドル
イドである。
　“秩序をもたらす者” と “旧き信仰” のどちらにも属さないキャラク
ターは、ホメル・レーン遠征隊に加わるために以下のストーリー・
フックの1つまたは複数を使用できる。
◆ ホメル・レーンから届くはずの荷物を待っている商人たちが、荷

を運ぶ途中に必ず山賊に襲撃されるのだと不平を言っている。
ムーンブルック卿の遠征隊に加われば、現状を調べられるだろう。

◆ かつて冒険者であったバーン卿とルフス卿の2人は、ホメル・
レーン周辺地域の防御を監視している。この2人の領主たちは
しょっちゅう冒険者たちを呼びつけては、周辺の荒野を哨戒し、
そこに棲み付いたモンスターどもを討たせている。

◆ 冒険者の親戚の1人がホメル・レーンの村内あるいはその近くに
住んでいるのだが、数週間というもの音信が不通になっている。

以下の文章を読み上げること：
　ハダライ・ムーンブルック卿の鎧が朝の日差しにまぶしく輝いて
います。彼の3人の従者がこの2週間というもの、それを磨き上げる
のに一晩のほとんどを費やし続けてきたことを思えば、これは当然
のことでしょう。このパラディン殿との長い旅も今日この日の半ば
ごろ、皆さんがホメル・レーンに着くと同時に終わりを告げるはず
です。
　皆さんがこの “秩序をもたらす者” のパラディンとの旅に同行する
と言ったその瞬間から、ムーンブルック卿はひっきりなしに、そして
大声で、皆さんの任務の重要性について説き続けてきました。彼が
警告するところの“口にできぬほどの邪悪”や“野放しの混沌による恐
るべき被害”とやらは確かに禍々しいのですが、一方で彼は、ホメル・
レーンが直面しているという脅威について、具体的なことは何も説
明してはくれていないのです。

　さらに、君の仲間の冒険者たちとムーンブルック卿の3人の人間の
従者たち――ヴィヴィアル、ロベク、ジャーク――つまり君の旅の仲
間たちの隣には、農具や工具を満載した荷馬車が一台同行していま
す。荷馬車の御者はホメル・レーンからやってきた運送業者で、ウィ
ンデルという名のハーフリングです。そして彼はこの2週間という
もの、ずっと何か落ち着かないふうでした。6週間前、ウィンデルは
彼の荷馬車が山賊の一団に略奪されるのを目の当たりにしているの
です。実のところこのハーフリング氏は、ひそかに山賊の噂を広め
ようとしています。どこかの冒険者がこの土地の山賊を退治してく
れたなら、ウィンデル氏はたいそう感謝して気前よく謝礼を支払う
だろうという噂も付け加えた上で。
　皆さんの仲間のうち、残る1人はカーヨ・メリディという名の若い
男性のハーフエルフで、彼の “ひいひいおばあさん” のヴィルマはホ
メル・レーンにもう1世紀も住んでいるのです。カーヨはムーンブ
ルック卿の従者で若い人間の女性のヴィヴィアルにしょっちゅう
ちょっかいを出していますが、彼女はというと、彼のひっきりなしの
おしゃべりに対し、訓練中のパラディンのみが獲得し得る忍耐強さ
でもって、顔色ひとつ変えずに耐え続けているのです。

　冒険者たちに自己紹介をさせ、旅の一行の他の仲間たちと交流を
持たせること。

　準備が整ったら、以下の文章を読み上げること：
　旅を終える前に一息いれようというので、ムーンブルック卿は浅
い小川が澄んだ大きな湖に流れ込んでいるところに架かる古い石橋
の手前で一行を止めます。水のほとりでパラディン殿は冑を脱ぎ、
流れの中に踏み込んで、水袋に水を汲もうと屈み込みます。
　突然、黒い蒸気が水面から湧きあがり、ムーンブルック卿を完全に
包み込んでしまいます。鎧をまとった騎士殿がぎくしゃくと立ち上
がったときには、その目は暗い悪意にぎらぎらと輝いているのです。
彼は痛みに、あるいは狂気に苦しむかのように震えている従者たち
を指差します。まるで嘲笑うかのような耳障りな声が、この世のも
のとも思われぬテノールで響き渡ります。その声を発しているのは
確かにこのパラディン殿だというのに、彼の唇はまったく動いてい
ないのです。
　「貴様らは遅すぎた」恐るべき歌のように声は響き渡ります。「こ
の地も、貴様らの命も、もはや我が物だ」

　次ページの『取り憑かれし攻撃』に進むこと。
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 取り憑かれし攻撃
遭遇レベル1

セットアップ
ムーンブルック卿（エルフの貴族の親衛兵）（E)
従者 3体（普通の山賊）(B）
ウィンデル（W）
カーヨ（C）

　ミスカの邪悪と混沌は実体をもって顕われ、ムーンブルック卿と
彼の従者に取り憑く。彼らはなんの警告もなしに冒険者たちに襲い
掛かる。
　〈宗教〉または〈魔法学〉難易度8：強大な悪意ある力がムーンブルッ
ク卿に取り憑き、そしてどうやら従者たちをも取り込んでしまった
ようです。

非戦闘員たち
　ウィンデルとカーヨは全く戦えない。彼らのターン（各ラウンド
の最後が彼らのターンとなる）の間じゅう、彼らは逃げようと試みる。
もし彼らの一方または両方が戦闘に巻き込まれざるを得なくなった
場合、彼らの防御値はすべて10で、移動速度は6である。彼らはどち
らも1回のヒットで重傷となり、2度ヒットを被れば気絶状態とな
り、3度目のヒットで死ぬ。どちらのキャラクターも回復力1回ぶん
を持っている。もしこの回復力を使用することが可能だった場合、

エルフ貴族の親衛兵（E）	 レベル 3　兵士役
中型・フェイ・人型
hp：46；重傷値：23	 イニシアチブ：＋6
AC19、頑健15、反応17、意志13	 〈知覚〉＋3
移動速度：7	 夜目
特徴
ワイルド・ステップ／荒地渡り
このエルフはシフトする際、つねに移動困難な地形を無視する。
標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：1d8＋7ダメージ。
　効果：このエルフは次の自分のターン終了時まで、目標をマークする。

M ホブリング・ストライク／足狙いの打撃（［武器］）◆再チャージ 5 6
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：2d8＋7ダメージ、目標はこのエルフの次のターンの終了時まで動け
ない状態となる。
　ミス：半減ダメージ。目標はこのエルフの次のターン終了時まで減速状態と
なる。

トリガー型のアクション
エルヴン・アキュラシィ／エルフの正確さ◆遭遇毎
　トリガー：このエルフが攻撃ロールを行なう。
　効果（フリー・アクション）：このエルフはトリガーとなった攻撃ロールを再ロ
ールし、2回目の結果を用いる。

M エンゲージング・ストライク／交戦打撃（［武器］）◆無限回
　トリガー：このエルフにマークされ、かつ隣接されている敵がシフトしたり、こ
のエルフを目標に含まない攻撃を行なう。
　攻撃（即応・割込）：近接・1（トリガーとなった敵）；＋8対AC
　ヒット：1d8＋7ダメージ、および目標は目標自身の次のターンの終了時まで
動けない状態となる。

技能：〈運動〉＋9、〈軽業〉＋6
【筋】11（＋1）	 【敏】16（＋4）	 【判】14（＋3）
【耐】14（＋3）	 【知】11（＋1）	 【魅】10（＋1）
属性：無属性	 言語：共通語、エルフ語
装備：チェイン・メイル、ロングソード

普通の山賊（B）	 レベル 2　遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：37；重傷値：18	 イニシアチブ：＋6
AC16、頑健12、反応14、意志12	 〈知覚〉＋1
移動速度：6
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
この山賊は自分が戦術的優位を得ているすべてのクリーチャーに対して1d6の
追加ダメージを与える。

標準アクション
m メイス（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：1d8＋5ダメージ、この山賊は1マスのシフトを行なえる。

r ダガー（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：1d4＋5ダメージ、この山賊は1マスのシフトを行なえる。

M デイジング・ストライク／幻惑打撃（［武器］）◆再チャージ：この攻撃がミスし
た時
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：1d8＋5ダメージ、目標はこの山賊の次のターンの終了時まで幻惑
状態となる。
　効果：この山賊は1マスのシフトを行なえる。

技能：〈隠密〉＋9、〈事情通〉＋7、〈盗賊〉＋9
【筋】12（＋2）	 【敏】17（＋4）	 【判】11（＋1）
【耐】13（＋2）	 【知】10（＋1）	 【魅】12（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、メイス、ダガー×4

彼らは再び重傷、気絶状態、あるいは瀕死状態となるまでにもう1回
のヒットを耐えることができる。

戦術
　いずれのラウンドにおいても、ウィンデルもしくはカーヨが冒険
者たちよりも敵に近い場所に居てしまった場合、敵はこの2人の非戦
闘員を目標とする。戦闘開始時にカーヨは取り憑かれた従者の1人
の近くにいることから、冒険者たちが上手く割り込まない限り、彼は
目標とされる。
　ムーンブルック卿は可能であれば湖の中に留まる。彼はこの “移
動困難な地形”の中でシフトが可能だからである。
　ムーンブルック卿のヒット・ポイントが0になると、彼は倒れて気
絶状態になるが、彼に取り憑いた力は彼の身体を生かしておき続け
る。このパラディンにさらにダメージを与えても何の効果もなく、
また件の悪意ある力を追い出すこともできない。しかし、冒険者た
ちは彼が意識を取り戻す前に彼を縛り上げてしまうことはできる。

このエリアの情報
　照明：時間帯による。
　湖：浅い湖の一帯は“移動困難な地形”である。

ミスカの霊
　戦闘の終了時に、従者たちはまともな状態にもどり、取り憑かれて
いた間のことは何も覚えていないと言う。この言葉に嘘はない。彼
ら全員が覚えているのは、頭の中に「ハフロン」と囁く暗い声が聞こ
えたということだけだ。これはホメル・レーンへの最初の移住者た
ちの指導者のファースト・ネームであり、難易度19の〈歴史〉判定に
成功した冒険者はすぐそのことが分る。またこのことは、彼らが村
に到着し、ハフロンの像（エリア7、P.14参照）を見た時にもわかるこ
とである。
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　ムーンブルック卿は意識を取り戻し、彼に取り憑いた力は、冒険者
たちが質問したならそれに答える。会話を進めていくにあたり、以
下の項目を活用すること。
◆ お前は誰だ？：我は悪夢の存在。貴様ら弱き定命なるものども

が闇を覗き、命乞いをするときに応えるものこそが我なり。
◆ お前は何を求めているのか？：貴様らが我が前に頭を垂れ、我が

命ずるところを為すことを。そしてこの哀れなる世界を我が征
服するために貴様らが道を舗装することを。

◆ お前はそんな強いものにも見えないぞ：貴様らが目にしているの
は我が偉大さのほんの欠片にすぎぬ。我が軍勢は膨れ上がり、我
が力は強大なものとなって、いつか大津波のごとくこの世界に
襲い掛かるのである。

　このパラディンに取り憑いた“力”は、他の質問や意見感想に対して
は、自分がいかにして敵を叩き潰し、この世界を闇と、死と、恐怖の一
千年間に引きずり込むかということをわめき散らして応える。
　尋問の最中にムーンブルック卿は、時折、数秒の間、自身のコント
ロールを取り戻す。そのような時間を用いて彼は以下のようなこと
を言う。

　「私の身体の中にある力は強い。一秒ごとにさらに強くなる。今
のところ私はこいつを閉じ込めておけるが、いつまでこいつを留め
ておけるかはわからぬ。私をホメル・レーンへ連れて行ってくれ、
そして寺院へ……」

結末
　この戦闘をこなした後には何事も起こらず、冒険者たちはホメル・
レーンへ向かうことになる。ムーンブルック卿の従者がこの戦闘を
生き延びていたなら、彼らはこの出来事にすっかりおびえきってい
て、ホメル・レーンには1日だけしか留まらずに逃げ帰る。というわ
けで彼らは彼らのパラディンを襲った運命についての報告とともに
自身の属する寺院へと向かうのである。
　パラディンの言葉：ムーンブルック卿の台詞は、PCたちにホメル・
レーンの“秩序をもたらす者”の寺院（エリア13）へ行こうと思わせる
ことを意図してのものである。この遭遇の後、冒険者たちがどのよ
うな手段を用いてこのパラディンを押さえ込んでおこうとも、ミス
カの精髄は彼に取り憑いたままでおり、冒険者たちを馬鹿にし、嘲り
続ける。そうしつつ、PCたちに対してヒントや手がかりを与えるこ
とも可能である。例えば、冒険者たちが濠要塞のダンジョンへ至る
ための合言葉を手に入れられなかった場合、ムーンブルック卿の中
のミスカの魂が「冒険者たちをダンジョンに入らせれば、レアスが彼
らを殺してくれよう」と思って合言葉を明かす、といった展開も可能
である。
　ホメル・レーンの村人たち：ウィンデルとカーヨが生き延びた場合、
彼らは非常に喜んでPCたちをホメル・レーンに迎え入れる。ウィン
デルとその家族たちは運送業者の納屋（エリア10）の隣に住んでい
る。カーヨは彼の祖母のヴィルマの小屋（エリア17）に居候してい
る。どちらかのキャラクターが死んだ場合、冒険者たちはホメル・
レーンに着いた時点でどこに行けば彼らの親族に会えるか知ること
ができる。

取り憑かれた冒険者
　ムーンブルック卿だけをミスカの邪悪の精髄の器とさせるより
も、その精髄の一部を冒険者の誰かにも抱えさせたい、と、君は
思うかもしれない。難易度の高いロールプレイを好む、経験を積
んだプレイヤーであれば、そういった状況を楽しめそうだ。このよ
うな場合、ミスカはそのキャラクターを時折乗っ取り、その結果そ
の冒険者は、仲間に対して口汚く罵ったり、物理的に打ってか
かったりすることになる。
　取り憑かれたキャラクターは常にミスカに乗っ取られ、最も手
近にいるクリーチャーに対して攻撃を行なう可能性がある。もし、
取り憑かれたキャラクターのプレイヤーが1もしくは20をロールし
たなら、その冒険者は1回のフリー・アクションとして最も近い場
所にいる味方に対し、1回の基礎攻撃を行なわねばならない。
　取り憑かれることの利益の1つは、この取り憑かれた冒険者は
ミスカの計画やミスカが知っていることに対する洞察を得ること
ができるため、君はそれを通じて本シーズンのキャンペーンの流
れを導いてゆけるということである。ミスカは重要な秘密を明ら
かにするかもしれず、そのことで冒険者たちは、明確な目標を定
めたり、あるいは次に何をするべきかに関する手がかりを得るこ
とができるのである。

W
B

BC

B

E
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 ホメル・レーン
　ホメル・レーンは、この辺境において山賊や邪悪の勢力との戦い
で目覚しい活躍をした軍事指導者にして冒険者、ハフロン・ホメル
の名を取った村である。彼は200年以上昔に、この村を打ち立てる
のに大きな功績があった。しかしホメル・レーンと危険極まりない
混沌の洞窟群の間の一帯を哨戒に出ていた際に失踪したことで、彼
の業績は突然の終わりを告げたのである。
　本シーズンが進むうちに、冒険者たちはこのハフロン・ホメルの
謎めいた失踪とその最期について、より多くを知っていくことにな
る。

　冒険者たちがホメル・レーンに近づいたら、以下の文章を読み上げる
こと：
　わだちの刻まれた埃っぽい道は、茨や潅木の密に繁った生垣に縁
取られて続いていきます。道はそこここで、雑木林を突っ切ったり
狭い流れを横切ったりしています。道の左右両方で、森と牧草地は
農地と果樹園へと場所を譲ってゆくのです。牝牛たちの小さなひと
群れが近くで草を食んでおり、遠くの丘には羊たちの姿が白く点々
と散っています。道の両側には納屋や建物が立ち並び、その藁葺き
屋根から延びた石造りの煙突からは、青い煙が薄く立ち上っていま
す。もう、ホメル・レーンの外れまでやってきたのです。
　しかし、村に近づくにつれ、皆さんは農地に植わった作物が収穫期
をとっくに過ぎた状態で放置されているのに気付きます。農家の幾
つかはどうやら無人のようで、花壇は雑草に覆われています。数少
ない農民や小作人たちは、ほとんど消耗しきった様子で、これ以上作
物を無駄にすまいと必死に働いているのです。

　村の外れの農場で働く人々に冒険者たちが話しかけようとしたな
ら、すべてぶっきらぼうにはねつけられる。ボメル・レーンはあき
らかにどこかおかしくなっている。調べるには村に入るしかない。

村の使い方
　ホメル・レーンはこの『混沌教団を討て』において非常に重要な
パートであり、この村については多くの異なった使用方法がある。
◆ 最初のセッションで冒険者たちがこの村に関するどの情報を明

らかにするかで、ホメル・レーンを脅かす諸勢力のうち、まずど
れについて調査すべきかが決まる。そしてその結果として、冒険
の進め方も決定される。

◆ ホメル・レーンは本シーズンにおいて冒険者たちの一時拠点と
して機能する。冒険者たちはここで休息を取り、また村の中で
多くの味方や敵と出会う。

◆ 村の各場所には、本シーズンで発生する事件を前へ進めていくた
めの手がかりや伏線、その他の秘密の情報が仕込んである。こ
れらの手がかりや秘密を早期に明かすことで、どう冒険を進め
ていくべきか悩んでいるプレイヤーたちを助けることができる。
一方、それらをなかなか明かさずにおくことで、本アドベン
チャーの根幹に潜む謎に取り組むのを楽しんでいるプレイヤー
たちに対してはプレイの緊張度をいっそう高めることもできる。

◆ 本シーズンのセッションのうち2つについては、この村の中にそ
の舞台となる場所がある。“秩序をもたらす者” の寺院と金麦亭
には、冒険者たちが戦わねばならぬ敵がいる。

◆ セッションを重ねることに生じてくる村の中の変化は、この地
への脅威がいっそう差し迫ってきていることを表現する――そ
して、冒険者たちが失敗したなら、ホメル・レーンの人々が陥る
であろう、暗い運命をも。

冒険の進め方
　PCたちがホメル・レーンに到着したら、冒険をどう進めるかは君
に一任される。冒険者たちが最初に対処すべき敵は3勢力が存在す
る――濠要塞にいる山賊と混沌教団員、村の中の這いずる神の教団、
そして混沌の洞窟群の怪物じみた人型生物である。
　本シーズンのセッションは3つの章に分割できる。各章をどの順
番で遊ぶかを選ぶことで、このD&Dエンカウンターズ・シーズンを
君独自のミニ・キャンペーンに変えることができるのだ。

混沌教団
　“麗しの” レアスは混沌と悪に身を捧げた司祭である。力をつける
につれ、彼は山賊を集めて自身の混沌教団に仕えさせるようになっ
た。彼の拠点はホメル・レーンにほど近い、濠要塞である。人数が
増え、ちょっとした軍隊の態を成すようになるにつれ、山賊どもは商
人たちのキャラバンを襲っては富を得るようになった。とはいうも
のの、山賊どもの忠誠心はレアスが思っているよりも弱い。彼らは
金さえ貰えばそちらになびく連中で、このあたり一帯を支配した
がっており、そして最終的にはホメル・レーンを山賊王国の拠点と
したがっているのだ。
　本シーズンの『混沌教団』のセクションは、『濠要塞の探索』、そし
て『濠要塞のダンジョン』のセッションより成る。

這いずる神の教団
　這いずる神と称されるスピリット・ナーガは底なし沼の地下のね
ぐらに潜み、自分が身につけたデス・サークレットを介してミスカ
の闇の力を伝導している。彼女は自身の魅了する能力を用いて、犠
牲者たちを彼女と彼女の命令を奉じる奴隷に変えている。これらの
犠牲者たちは這いずる神の教団員となり、さらに多くの犠牲者をス
ピリット・ナーガの前へ連れてくるようにと言い含められて村の家
へと帰されるのだ。
　この這いずる神は、いずれ教団員で村を乗っ取ってしまうつもり
なのだ。この教団は、沼に住む混沌のクリーチャーであり、やはり
ナーガに支配されているブリーワグの助力も得ている。
　本シーズンの『這いずる神の教団』のセクションは、『金麦亭』、『“秩
序をもたらす者”の寺院』、そして『這いずる神の洞窟』のセッションよ
り成る。
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混沌の洞窟群
　混沌の洞窟群は、ホメル・レーンからは深い森を越えて東に半日
の距離にある大峡谷にある、入り組んだ洞窟である。この洞窟は危
険な怪物じみた人型生物の棲処となっているが、これらのクリー
チャーは互いに同士討ちを繰り返しているため、ホメル・レーン周
辺の一帯はここしばらくは比較的安全な状態にある。しかし今や混
沌の女司祭イニューは洞窟内の人型生物たちをまとめあげ、ひとつ
の危険な勢力を作り上げてしまった。これらのコボルドやゴブリン
類、オーク、そしてオーガどもは、イニューの命令が下り、ホメル・
レーンとその周辺へと彼らが解き放たれる瞬間を待ちわびている。
　本アドベンチャーの本筋となるのは、混沌の女司祭イニューの手
の中で拡大しつつある脅威であり、彼女はミスカがもたらす混沌と
邪悪をこの世界へと導く導管となっている。イニュー自身は他の脅
威の背後に完全に隠れており、冒険者たちが彼女と対峙できるのは
本D&Dエンカウンターズ・シーズンの最終セッションということに
なる。
　本シーズンの『混沌の洞窟群』のセクションは、『混沌の洞窟群を
探る』と『混沌の寺院』のセッションより成る。『混沌の寺院』は本
D&Dエンカウンターズ・シーズンの最終セッションであり、本シー
ズンの最後にプレイされねばならない。『混沌の洞窟群を探る』は、
『混沌の寺院』の直前にプレイしてもよいが、他の2セクションの前
あるいは間に遊ぶこともできる（本シーズンを遊ぶための“一本道シ
ナリオとしてプレイする場合”では、『混沌の洞窟群を探る』を他の2
つのセクションへの導入として使用している）。

ホメル・レーンで起こる事件
　セッション間に冒険者たちがホメル・レーンに戻ると、彼らは村
の中で様々な事件が発生しているのに気付くことになる。これらの
事件のいくつかは、冒険者たちが調査すべきより大きな陰謀を指し
示す手がかりとなっている。それ以外のものは、プレイヤーたちが
よりこのアドベンチャーを楽しめるようにするために、背景情報や
登場人物たちの物語を提供するものとなっている。
　続く数ページに記載した村の各場所の案内には、本アドベン
チャーを形成するための手がかりや秘密や伏線が含まれている。さ
らに、以下で詳述する事件を使って、この村を襲った悲劇や不気味な
雰囲気を表現し、また、続くセッションを導くための前段階とするこ
とも可能である。
　村長の選挙：現在、ホメル・レーンを誰が指導するかということで、
権力闘争が生じてきている。ほとんどの人々は覚えている限りの昔
から“旧き信仰”に従ってきているが、最近“秩序をもたらす者”が追随
者を増やしてきたことが問題を生じさせている。さらに悪いことに
村長の選挙があることで“旧き信仰”を守る者たちと“秩序をもたらす
者”に宗旨替えした人々の間に軋轢が生じており、村人たちは互いに
疑心暗鬼に陥っている。
　兄弟の不和：ヴァリック・ベッカー（エリア5）は、信じる宗教を違
えたことで、ここ数年というもの兄弟のレン（エリア1）と不仲であ
る。この2人は度々、互いの農場に対してちょっとした嫌がらせを仕
掛けあっている。冒険者たちが村に到着した後のある夜、ヴァリッ
クは自分のところの農夫に、レンの納屋に小火を起こさせた。が、火
は思いのほか燃え広がり、牛が数頭死んだ。

　若者の駆け落ち：ヴァリックの長女、ケスはレンの養子であるヴァ
ロックと恋仲である。2人は納屋の火事の後のある夜、駆け落ちする。
彼らが恋仲であることは誰も知らなかったため、2人の家族は共に、
彼らが誘拐されたのではないかと思って怯える。
　行方不明の革細工職人：PCたちが金麦亭を調べる前、あるいは『金
麦亭』セッションの間のどちらかで、革細工職人のランソン・クロー
ト（エリア6）と彼の妻のサイラが失踪する。夫婦の3人の子供たちの
子守をしていたサイラの弟のキップは、夫婦が宿屋に食事に行った
まま帰ってこないといって恐慌状態に陥る。実は、宿屋に潜んでい
た邪教団員どもが夫婦を捕え、這いずる神の前に連れて行くまで“秩
序をもたらす者” の寺院に閉じ込めているのだ。そこに行けば彼ら
を助け出すことができる。
　行方不明の商人：冒険者たちがまどろむ大蛇亭（エリア16）に逗留
しているある晩、彼らはフェリゾ・ホッベという名の旅商人と出会
う。ケープをまとい、とんでもなく大きな赤いシャペロン（フードつ
きの帽子）を禿頭の上に被ったホッベはとても愛想がよく、一行に飲
み物を奢ってくれた上、色々な話を教えてくれる。明日朝の朝食も
是非一緒に、という話になるが、翌朝、彼は現れない。金麦亭の彼の
部屋は無人になっている。宿の主人のバートラムは、フェリゾは、約
束を違えて申し訳ないが大急ぎで荷馬車を動かさねばならなくなっ
たとことづけて、日の出のずっと前に出発したのだと言う。難易度
20の〈看破〉判定により、バートラムが嘘を言っていることがわかる。
　哀れなフェリゾは這いずる神の前に引き出され、冒険者たちが彼
を見つけ出す機会などまったくない状態でスピリット・ナーガに喰
われてしまっている。『這いずる神の洞窟』で、彼の帽子が見つかる。
　城代の副官：PCたちが『金麦亭』のセッションに関わる前のどこ
かの時点で、中央砦（エリア23）の城代の副官、ロネット・ゴーが失
踪する。城代のヴァレッドは冒険者たちに、ロネット失踪の謎を探っ
てくれるよう頼み、彼女は自分のために使い走りに出ていて、金麦亭
で食事をする予定だったと話してくれる。用事というのは、質屋（エ
リア11）で宝石を鑑定させ、兵舎の中の家具の修理について、大工

（エリア3）と話をすることだった。
　冒険者たちがロネットの失踪について調べると、彼女は確かに金
麦亭にやってきたが、その後彼女の姿を見た者はいないということ
がわかる。実際彼女は宿屋で誘拐され、現在は“秩序をもたらす者”の
寺院の地下室に閉じ込められて這いずる神のところへ送られるのを
待っている状態である。詳細については『“秩序をもたらす者”の寺院』
を参照のこと。

一本道シナリオとしてプレイする場合
　このアドベンチャーの進め方に関するプレイヤーの決定に何ら
かのコントロールを行ないたい場合、冒険者たちの前にまず洞窟
を調べるべきと思わせるような手がかりを置くこと。そうすれば君
は次に『混沌の洞窟群の探索』を遊ぶことができる。この進め方
であればPCたちにハフロンの存在を早期に教えることができ、
今後の冒険の方向性を定めることができる。ただし、物語の謎
めいた性質は弱まる。
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 1．ベッカーの酪農場
　レン・ベッカーと彼の妻アヴェンナ、夫婦の間の7人の子どもたち

（養子で10代の若者ヴァロックも含む）、それにアヴェンナの母親ヘ
イレンはこのよく手入れの行き届いた酪農場の家に住んでいる。家
族は客人には愛想よく振る舞い、頼めば喜んで農畜産物を売ってく
れる。
　納屋：家の裏には大きな納屋があり、牝牛や山羊たちの寝床として、
また、乳搾りや家畜の世話に用いる道具類の収納場所として使われ
ている。
　伏線：レン・ベッカーの家族は “旧き信仰” の保守的な信者であり、
そのことでレンと彼の兄弟のヴァリックには溝が生じてしまってい
る。詳細についてはエリア5またはP.10の『兄弟の不和』を参照。

2．ドリューの小屋
　ドリュー家の面々すなわちピエールとジュヌヴィエーヴの老夫婦、
その3人の息子のうちの2人、そして3人のまだ若い孫たちがこの家
に住んでいる。彼らは全員現役の（あるいはかつての）猟師や森番で、
周囲の一帯について熟知している。彼らは“旧き信仰”の信者である。
　手がかり：2番目の息子のアランは妻のマリークと3人の子どもた
ちと一緒にこの家に住んでいる。アランとマリークは冒険を引退し、
年老いたアランの両親を助けるためにここに定住したのである。
　アランは最初誰も信用しようとしないが、冒険者たちと出会うと、
原始のキャラクターであれば理解できる秘密のサインを出す。その
サインに対応できた冒険者は、アランの信用を得る。
　アランは自分が信用したキャラクターに対して、大工とその家族

（エリア3）がある晩妙な具合に家を空け、そのまま10日間姿を見せ
なかったのだと教えてくれる。大工とその妻は数週間前に戻ってき
たが、10代の子どもたち2人は戻っておらず、何より夫婦の言動が
奇妙なのだという。彼らは戻ってきてからというもの “旧き信仰” か
ら “秩序をもたらす者” に宗旨替えしており、いつも金麦亭に入り浸
るようになっている。彼らが言うには、彼らの子どもたちは辺境か
ら離れた親戚に預けてきたらしいのだが、アランはその話を疑って
いる。
　ドリューの長男であるオーティスは、数週間前、モンスターどもの
巣食う混沌の洞窟群を調べるために村を離れている。この村の領主
の1人、バーン卿が彼をこの任務に送り出したのだ。オーティスの帰
りが遅いので、皆、彼が死んだのではないかと恐れている。
　秘密：三男のエルモは図体の大きい暴れ者で、大酒飲みで、ひどく
ゆっくり、しかもたどたどしく喋る。とはいうものの、彼はいつもほ
ろ酔いで上機嫌なので、彼がバーン卿のために村の出来事を監視し
ていても、村の誰もそれに気付いていない。彼は新入りの顔を確認し、
噂を聞くためにしょっちゅうまどろむ大蛇亭（エリア16）に来てい
る。
　冒険の進め方：オーティスの任務について話せば、ホメル・レー
ンに迫る危険が潜んでいるのが最も明らかな場所として、混沌の洞
窟群に冒険者たちの注意をひきつけることになる。そうすれば、PC
たちが次に『混沌の洞窟群の探索』を遊ぶきっかけを提供できる。
　冒険者たちは、大工のいなくなった子どもたちの話に注意を惹か
れるかもしれない。これにより、PCたちが次に『這いずる神の教団』
を遊ぶきっかけを提供できる。

噂
　以下の噂や憶測も冒険の間に使用可能である。
　打ち捨てられた宿屋：ほがらか娘亭（エリア7）は打ち捨てられてい
る。1ヶ月以上前にそこで酷い大喧嘩が起こり、その最中に宿屋の中
にいた全員が殺されたのだ。この首謀者は這いずる神の教団なのだ
が、なぜ戦闘が起こったかという理由については教団員以外の村人
たちは知らない。
　忌まわしき火事：レンの納屋が燃えた（前述の『兄弟の不和』を参照）
あと、その火は超自然のものであったという噂が広まっている。
　領主の不在：バーン卿もルフス卿も、ここ数週間というもの公衆
の面前に姿を現しておらず、彼らも他の村人たちと同様に失踪した
のだという噂が広まりつつある。2人はもと冒険者なので、凄まじい
邪悪がホメル・レーンを覆いつくそうとしていると知って逃げ出し
たのだという者もいる。

ホメル・レーン案内
　後述の番号のついた各場所は、ホメル・レーンのマップに記載さ
れている。これらの場所の多くにはセットアップが記載され、本キャ
ンペーン・シーズンの特定のセッションの舞台とすべき動機を冒険
者たちに提供できるようになっている。
　最初のセッションで、冒険者たちがどのように村を探索し、どのよ
うな手がかりを明らかにしたかによって、本アドベンチャーのどの
セクションを次に遊ぶべきかが決まってくる（P.9『冒険の進め方』参
照）。もし君が最初のセッションで十分に時間を取れたなら、プレイ
ヤーたちはホメル・レーンに迫る三つの脅威に関する手がかりをす
べて明らかにした上で、まずどれに対処するか選ぶことができる。
時間がなかった、あるいは特定の方向に進ませたいと君が判断した
場合は、君はプレイヤーたちの前に特定の情報源を指し示すことも
できる。最も簡単なのは以下の場所である。
　混沌教団と濠要塞：エリア10（運送業者組合）、エリア11（質屋）、
およびエリア14（粉屋）。
　這いずる神の教団：エリア2（ドリューの小屋）、エリア6（革細工屋）、
エリア7（オプション遭遇を使用する場合、ほがらか娘亭）、およびエ
リア20（金麦亭）。
　混沌の洞窟群：エリア2（ドリューの小屋）、エリア12（羊飼い）、
エリア16（まどろむ大蛇亭）、およびエリア20（金麦亭）。
　特定の進め方に結びついた場所を使う以外にも、聖なる木立（エリ
ア15）のドルイド“とねりこ杖の”ラムニーも、PCたちにどのように進
むべきか示唆するのに用いることができる。
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3．大工
　この簡素な住宅には、この村の大工であるロス、その妻のクララ、
そして彼らの2人の子どもが住んでいる。彼らは最近まで“旧き信仰”
の信者だったが、現在は“秩序をもたらす者”に宗旨替えしたと言って
いる。大工とその妻は人付き合いを避けている。彼らは皆に、彼ら
の2人の子どもはつい先日、西のもっと文明化された男爵領の親戚の
ところに預けてきた、最近の村の緊張状態が解決するまではそこに
預けておくと言っている。
　手がかり：ロスは家を建てるだけでなく、ホメル・レーンの家具
職人としても働いている。彼の工房を見学したキャラクターは誰で
も、たくさんのテーブルや椅子や書き物机が、それもどれも上等なも
のが空いた空間に並べられているのを目にする。しかしロスの作業
台の上で現在組み立て中のテーブルは恐ろしく手抜きなシロモノで、
それは最近仕上げたらしい椅子の一組も同様である。それを見た
キャラクターは、このような酷い細工はロスらしくない、最近彼はま
ともではないのではないかと思うかもしれない。
　秘密：ロスとクララは毎晩金麦亭（エリア20）に通い、こっそりと
地下に降りては秘密の地下通路を使って囚人たちを “秩序をもたら
す者”の寺院に連れて行く手伝いをしている。
　大工とその妻は、つい最近、這いずる神に入信した。彼らの子ども
たちで10代の若者であるウォレンとテスは今のところ這いずる神
のねぐらで生きてはいるが、助けが間に合わなければ悲惨な運命を
辿ることになる。

4．ヴェオンの農場
　この大きな家と納屋は非常によい状態にあり、囲いのついた中庭
の家畜たちも強く健康そうに見える。未亡人エリシア・ヴェオンは、
成人した3人の息子（ダール、アーウィン、そしてブレイン）、その妻
たち、そして8人の子どもたちと共にこの家に住んでいる。彼女の夫
は数年前に死去しているが、一家は豊かに暮らしている。彼らは全
員“秩序をもたらす者”を信仰している。
　手がかり：PCたちは、彼らの家畜たちがよく世話されているにも
関わらず、家の周囲の花壇は放置され、雑草で覆われているのにすぐ
に気付く。若い大人たちは農場の仕事が済むと毎晩金麦亭に行く。
この2つの事実から、PCたちはこの一家の行動がまともではなく
なっていると疑い始めるかもしれない。
　納屋の中では、農場の荷馬車の車に泥がべったりとついているの
が見つかる。難易度13の〈自然〉判定により、荷馬車の車にこのよう
な泥がつくのは、この周辺では唯一底なし沼のあたりだということ
がわかる。
　秘密：一家の大人たちは約1年まえから這いずる神の教団員になっ
ており、彼らはスピリット・ナーガの仲間のブリーワグが犠牲者を
捕獲する手伝いをしてきている。彼らは農場の荷馬車を使って、新
たに魅了された教団員を底なし沼からホメル・レーンに送り返して
いる。

5．ベッカーの農場
　寡黙な中年の男やもめ、ヴァリック・ベッカーは5人の子どもたち

（子どもたちのうち、年嵩の2人は娘である）と、長いこと仕えてくれ
ている農夫と一緒にこの羽振りのいい農場に住んでいる。彼はレン

（エリア1）とは兄弟であり、2年前、つまり這いずる神が現在の陰謀
を企み始めるずっと前に“秩序をもたらす者”に宗旨替えしている。
　伏線：ヴァリックはホメル・レーンの村長になるべく奔走してお
り、ほとんどの “秩序をもたらす者” 信者の協力を取り付けている。
これまでの村長はみな保守的な “旧き信仰” 信者であり、ヴァリック
と彼の後援者たちは、そのせいで最近の問題が生じてきているのだ
と主張している。ヴァリックは、強い規律と正義の感覚を持った者
が村人の指導をするべきなのだと言う。“秩序をもたらす者” の寺院
が這いずる神の教団の隠れ蓑になっているなどとは、ヴァリックに
は思いもよらない。

6．革細工屋
　正面扉になめし革が張られたこの建物は村の革細工職人、ランソ
ン・クロートの住居にして工房である。彼の妻のサイラ、サイラの
弟のキップ、そして3人の子どもたちが彼と一緒に住んでいる。家族
は他人との付き合いは少ないが、堂々と“秩序をもたらす者”を信仰し
ており、寺院での毎回の礼拝にも参列している。
　伏線：ランソンとサイラは、冒険者たちが村に滞在している間に
蛇の教団員たちにより金麦亭から誘拐される（P.10『行方不明の革細
工職人』参照）。
　冒険の進め方：ランソンとサイラの失踪について調べることによ
り、PCたちが次に『這いずる神の教団』を遊ぶきっかけを提供するこ
とができる。
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8．鍛冶屋
　家の隣の開け放った小屋には炉やふいごが置かれている。小屋の
外側には3面に釘を打った蹄鉄が掲げられ、ここがこの村の鍛冶屋で
あることを示している。
　鍛冶屋は、背の低い、茶色い髪をした人間の男性で、名前をブラ
ザー・スミスと言う。父親と同様にがっしりした体つきの2人の子
ども、リリとダーウェクと共にふいごを操り、スミスは様々な鍛冶仕
事をこなしている。彼は武器や冑、盾も作っている。鎧を作るのは
へたくそなんでね、と、彼はなんの屈託もなく言う。
　手がかり：村の他の人々は、かつてはあけっぴろげで愛想のよかっ
たスミスが最近、生真面目でどこか不機嫌になっていることに気付
いている。
　秘密：自分たちは “旧き信仰” の信者であり、聖なる木立（エリア
15）の “とねりこ杖の” ラムニーの手伝いをしているのだと言いつつ
も、ブラザー・スミスと彼の家族は3ヶ月前から這いずる神の教団員
となっている。スミスと彼の子どもたちは毎晩金麦亭に行き、囚人
を移送する手伝いをしている。

9．交易所
　この大きな木造の建物のたくさんの窓には鎧戸が下ろされ、剣お
よび円形のチーズを描いた盾が一枚掲げられている。その隣には倉
庫が建っている。
　おっとりとして物静かという言葉がもっとも当てはまる女性、ラ
イネン・ダヴァルがこの交易所を運営している。彼女の相棒はほっ
そりとした姿と大きな目をしたおしゃべりなハーフリングの女性、
グレマグである。3人の助手が、2人を助けて品物を動かしたり取引
を扱ったりしている。グレマグはライネンを前にしてもお客を前に
しているときも同様にうろたえたり大騒ぎしたりしている。仲買人
たちは2人とも宗教や政治の問題には関心がないのだと心の底から
言い、お金さえ払ってくれれば誰とでも喜んで取引するという。
　倉庫：この納屋のような建物には、動物や鞍、そして日用品のぎっ
しり詰まった木箱が納められている。

ライネン	 レベル 3　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：54；重傷値：27	 イニシアチブ：±0
AC15、頑健16、反応14、意志15	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
スライ・タクティクス／狡猾な戦い方
ライネンは自分の仲間が少なくとも1体は隣接している目標に対して、戦術的優
位を有する。

標準アクション
m クラブ（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：2d6＋7ダメージ。

M オールアウト・アタック／全力攻撃◆再チャージ 5 6
　必要条件：ライネンは重傷でなければならない。
　効果：ライネンはクラブを使用する。その攻撃がヒットしたなら、目標は2d6
の追加ダメージを受け、伏せ状態となる。その攻撃がミスしたなら、ライネンは
倒れて伏せ状態となり、1d6のダメージを受ける。

技能：〈運動〉＋9、〈事情通〉＋6
【筋】16（＋4）	 【敏】9（±0）	 【判】12（＋2）
【耐】14（＋4）	 【知】11（＋1）	 【魅】11（＋1）
属性：悪	 言語：共通語
装備：クラブ

7．ほがらか娘亭
　この大きな建物の扉や窓には板が打ちつけられており、屋根には
大穴がいくつも空いている。ポーチの前の雑草の中に、建物の看板
が裏向きに落ちている。
　この宿屋は1ヶ月ちょっと前に、邪教団員たちが宿の主人とその家
族を誘拐しようとした事件の後、打ち捨てられた。この試みには勇
敢な村人たちによる邪魔が入ったのだが、その後、凄まじい戦闘とな
り、宿の中にいた全員（数名の邪教団員も含む）が死んだ。村の他の
人々にとっては戦闘の原因は謎のままであり、ホメル・レーンに頻
発する忌まわしい事件のひとつとして片付けられてしまっている。
その結果として、この宿屋を再開しようとするものも、空き家となっ
た建物を手に入れようとするものもいなくなっている。
　宿屋の前の開けた場所には、高さ20フィートの風雨にさらされた
像が立っている。それは鋲を打った革鎧を着込んだ中年の人間の男
性の像である。像は、空を飛ぶグリフィンの紋章のついた盾を右手
に持っている。像の左手には、反りを帯びたロングソードが掲げら
れている。像の台座には説明が彫り込まれている。

　ハフロン・ホメル
村の建設者にして冒険者、そして友なる者。 

彼の勇気と知恵は闇を照らす文明の光である。

　冒険者たちが建物を調べたなら、1階も2階もすっかりめちゃく
ちゃになっていて、何やら激しい戦闘が行なわれたらしいというこ
とがわかる。蝶番ひとつでぶら下がった地下室の扉から、泥だらけ
の階段が闇の中へ続いている。
　地下室のほとんどは大きなひとつの部屋になっていて、苔むした
木箱やすっぱくなったワインの樽がいくつか転がっている。扉のう
ち2つはそれぞれ、より深い地下室、そして小さな道具部屋に続いて
いる。
　オプション遭遇：より深いところにある不気味な地下室には嫌な
沼の臭いが充満していて、2方向へ続く作りの粗い地下通路へと通
じている。この隠し通路は這いずる神の教団のホメル・レーンにお
ける2つの最重要の拠点、すなわち金麦亭（エリア20）と“秩序をもた
らす者”の神殿（エリア13）へと続いている。ここの拠点には、ブリー
ワグたちが数体常駐している。
　遭遇を運営するには、P.34の『宿屋の戦い』のブリーワグのデータ
を使用すること。木箱と樽は “移動困難な地形” であり、遮蔽となる。
木箱を積み上げれば高い足場となり、また、それを敵の上に倒すこと
もできる。
　冒険の進め方：オプション遭遇を運営するなら、ホメル・レーン
の地下のトンネルを発見することにより、PCたちが次に『金麦亭』ま
たは『“秩序をもたらす者”の寺院』を遊ぶきっかけを提供できる。君
が『金麦亭』のセッションにどうしても手を加えたいと判断するので
ない限り、ブリーワグたちは地下トンネルにはおらず、宿屋の地下へ
と通じる扉に鍵をかけて通行不可能にしてしまうため、冒険者たち
は正面から宿に入らざるを得ない。
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グレマグ	 レベル 2　砲撃役
小型・自然・人型生物（ハーフリング）
hp：30；重傷値：15	 イニシアチブ：＋4
AC16、頑健14、反応15、意志14	 〈知覚〉＋7
移動速度：6
セーヴィング・スロー：［恐怖］の効果に対して＋5
特徴
スライ・タクティクス／狡猾な戦い方
グレマグは自分の仲間が少なくとも1体は隣接している目標に対して、戦術的優
位を有する。

スナイパー／狙撃手
グレマグが隠れているときに遠隔攻撃をミスしたなら、彼女は隠れたままでいら
れる。

標準アクション
m ダガー◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：2d4＋4ダメージ、もしも目標がグレマグに戦術的優位を与えている
なら2d4＋7ダメージ。

r スリング（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10／20（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：1d6＋7ダメージ。

C フックト・ネット／鉤つき投網◆遭遇毎
　攻撃：近接範囲・噴射2（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）；＋6対“反
応”
　ヒット：目標は拘束状態となり、継続的ダメージ5を受ける（セーヴ・両方と
も終了）、さらに倒れて伏せ状態となる。

トリガー型のアクション
セカンド・チャンス／二度目の正直◆遭遇毎
　トリガー：敵の攻撃がグレマグにヒットする。
　効果（即応・割込）：トリガーを発生させた敵はその攻撃を再ロールし、新し
い結果を用いなければならない。

技能：〈隠密〉＋9、〈軽業〉＋9、〈事情通〉＋6
【筋】11（＋1）	 【敏】17（＋4）	 【判】13（＋2）
【耐】12（＋2）	 【知】11（＋1）	 【魅】11（＋1）
属性：悪	 言語：共通語
装備品：レザー・アーマー、鉤つき投網、スリング、スリング・ブリット×20

　秘密：ライネンとグレマグは混沌教団に仕えており、盗賊の情報
屋にホメル・レーンでの出来事を報告するほか、“麗しの” レアスに
仕える山賊どもの手助けをしている。彼らは山賊たちが奪った品々
を買い付けており、得たものの一部をレアスに上納している。交易
所の3人の助手は“濠要塞”からやってきた山賊である。
　混沌教団の入信者たちは、濠要塞に行く前に交易所にやってきて、
教団員のしるしのローブを受け取ることになっている。
　手がかり：『濠要塞の探索』でみつかる証拠から、ライネンとグレ
マグが混沌教団で活動していることが裏付けられる。仲買人たちは
それを否定し、自分たちは陥れられたのだと言う。その言い訳はまっ
たく本当には聞こえない。というのも、彼らの倉庫の中には盗品が
納められており、山賊の首領エンダ・イエートの手記から、この仲買
人たちが潔白でないことは明らかとなるからだ。
　ライネンは、法の裁きを受けるよりはといって、命と引き換えに混
沌教団に関する情報を提供する。彼女は冒険者たちに “麗しの” レア
スは “濠要塞” の地下のダンジョンの寺院に住んでいると言う。彼女
はダンジョンへ降りるための通路を閉ざす壁を開くための合言葉

（“滅び”）を知っており、教団員たちがまとうローブを収めた木箱も
持っている。ローブにはそれぞれ、混沌教団の紋章である金で縁取
りされた赤い円がついている。
　冒険の進め方：レアスが “濠要塞” の地下にいることを聞き、ダン
ジョンに入るための合言葉を手に入れることは、PCたちが次に『濠
要塞のダンジョン』を遊ぶきっかけを提供する。

　オプション遭遇：仲買人たちが教団員であることを暴露したセッ
ションの終了時にまだ時間が余ったのであれば、君は交易所および
倉庫の中でもう1遭遇を行なうこともできる。ライネンはすぐには
降伏せず、自分とグレマグの悪事の証拠を突きつけられた際に冒険
者たちに襲い掛かることにするのだ。ライネンとグレマグの他に、
通常の山賊（P.7『取り憑かれし攻撃』を参照）を使い、仲買人たちが連
れている護衛たちのデータとすること。
　自分たちの逃走を助けるために、仲買人たちは『濠要塞の探索』

（P.21）で使用したのと同様の火のトラップを使用するかもしれない。
　グローヴァー・ラスカル保安官（エリア21）がPCに同行している
なら、彼は冒険者たちを裏切る。

10．運送業者
　この風雨にさらされた建物の外側には、荷馬車と馬をかたどった
看板が掲げられている。冒険者たちは、ホメル・レーンへの2週間の
旅の間に、ハーフリングの運送業者ウィンデルと知り合いになって
いる。ウィンデルの妻のトレーニィ、成人した息子のマーヴ、そして
その他のまだ幼い5人の子供たちがこの家に住んでいる。
　もし本シーズンの最初の遭遇でウィンデルが殺されていたなら、
村人の誰かがPCたちにこの家を教えてくれる。それを教えてくれた
人は、トレーニィはウィンデルの最期の様子を知りたがるだろうと
言う。その後、トレーニィが本セクションの手がかりを提供してく
れる。
　納屋と馬房：納屋は住居の裏にあり、四輪馬車が4台、二輪馬車が2
台ある。ウィンデルの下で働く4人の御者は、村にいる間は納屋の2
階に住んでいる。家と納屋の間の小さな馬房には、12頭のラバと6
頭の馬が草を食んでいる。
　手がかり：山賊の襲撃はウィンデルの商売に痛手を与えている。
ホメル・レーンに戻ってきたウィンデルは、荷馬車が1台と運送業者
が1人、森の北側から材木を運ぶ途中で行方不明になっていることを
知る。
　冒険の進め方：冒険者たちがウィンデルの懸念について尋ねると、
彼は自分が山賊どものねぐらはホメル・レーンから4時間ほどのと
ころにある廃墟化した濠要塞だと確信していると話す。これにより、
PCたちが次に『濠要塞の探索』を遊ぶきっかけを提供できる。
　冒険者たちが廃墟化した濠要塞で山賊の襲撃の記録を見つけた後、
ウィンデルはこれらの襲撃のほとんどが彼の荷馬車に対してのもの
であること、一方、ライネンとグレマグの2人の仲買人（エリア9）の
荷はまったく被害を受けていないことを確認できる。　
　冒険者たちが濠要塞から戻って仲買人を調べに行こうとしたなら、
ウィンデルは濠要塞で見つかった品々は自分の荷馬車から盗まれた
ものであることを保証できる。仲買人たちの倉庫に現在収められて
いる品物のうち幾分かも、やはりウィンデルのものである。
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11．質屋
　このしっかりした新しい建物の看板は3つの黄色い輪で、質屋であ
ることを示している。扉や鎧戸には補強が施されている。エロル・
ロックタインという名の用心棒と2体の大きなガード・ドレイクが
営業中の店の護衛をしている。店の主人はニラ・ハスカリという名
のドワーフである。
　ニラはホメル・レーンでは金持ちであり、金貸し業をしつつ東の
鉱山を掘っているドワーフの一族と取引をしている。彼女の取引は
公正で評判がよいが、彼女は人の不幸を金にしているといって不平
を言うものもいる。
　ニラは店の上階の部屋に住んでおり、エロルとドレイクたちは店
の裏の倉庫に住んでいる。
　秘密：エロルは混沌教団に関わっている。彼は山賊たちが最終的
に村を襲うまでの時間つぶしをしているのであり、いよいよとなれ
ばニラを殺してその財産をそっくりレアスに上納するつもりでいる。
　冒険の進め方：彼が自身の行動を上手く隠し遂せたなら（這いず
る神の教団が冒険者たちによって転覆させられた際の騒ぎなどもこ
れに含める）、エロルは早期に計画を実行する。彼が略奪品を持って
濠要塞に逃げた後、冒険者たちは簡単に彼を追うことができる。こ
れにより、PCたちが次に『濠要塞の探索』を遊ぶきっかけが提供でき
る。

12．羊飼い
　何頭かの犬がブラック・ジェイのそう大きくもない小屋を守って
いる。彼は白髪交じりのヒューマンの羊飼いである。ブラック・ジェ
イは誰かとつるむのもよそものも好まず、自分に近づく誰にでもそ
う言い放つ。しかし、エルフの基地で軍人としての人生の一部を送っ
ていたことから、この引退した兵士はエルフには心を開く。
　ジェイが自分で持っている羊の群は小さなものだが、彼は地元の
農民たちから羊の群を預かり、村から遠く離れた肥沃な放牧地へ連
れて行くことで収入を得ている。
　手がかり：6週間前、東の混沌の洞窟群の方面に羊を連れて行った
ときにジェイの妻と子どもたちがいなくなった。妻や子どもがゴブ
リンに襲われ、殺された形跡を彼は見て取り、この悲劇のせいで彼は
いっそう人を好まず引きこもりがちになっている。
　冒険の進め方：冒険者たちが彼に自分たちに情報を話してくれる
よう説得しきれたなら（難易度12の〈交渉〉）、ブラック・ジェイは起
こったことを話してくれ、そして混沌の洞窟群への行き方を教えて
くれる。彼はまた洞窟に向かったオーティスが失踪していることも
教えてくれて、冒険者たちにドリューの小屋（エリア2）かまどろむ大
蛇亭（エリア16）のエルモのところに行くように言う。どちらの情報
も、PCたちが次に『混沌の洞窟群の探索』を遊ぶきっかけを提供する。

13．“秩序をもたらす者”の寺院
　この堂々たる石造りの殿堂の中では、熱狂的な司祭と3人の侍祭が
礼拝を取り仕切り、また “秩序をもたらす者” の信者の相手をしてい
る。日中は寺院の扉は開け放たれているが、日没後は閉ざされ、かん
ぬきが下ろされる。いつも開いている時間が終わった後は、数分間
扉を叩き続ければ、侍祭が扉を開けてくれる。
　若いヒューマンの女性のデヴィは、“秩序をもたらす者” の言葉を
伝えるために疲れを知らぬように働いている。彼女の侍祭――ユ
フィーマ修道女、アブラモ修道士、そしてフィラ修道女は、彼女を助
け、寺院を維持している。
　カノネス・イーディは1ヶ月以上前に突然ホメル・レーンを離れ、
戻ってこないため、デヴィが彼女の仕事を代任している。カノネス
は村の周辺に巣食う邪悪について探索する旅に出たのだ、とデヴィ
は言う。カノネスが現在、他の囚人たちと一緒にスピリット・ナー
ガの洞窟に囚われていることには、デヴィは言及しない。
　伏線：取り付かれたムーンブルック卿と対面すると、デヴィは正
直に、自分にはカノネス・イーディほどの力はないのだと言う。彼
女はパラディンに取り付いた霊を追い出すことはできないが、彼を
上階の客室に匿い、冒険者たちが望むときいつでも会えるようにす
る、と言う。
　秘密：デヴィは数ヶ月前から這いずる神の教団員になっており、
アブラモ修道士とフィラ修道女も教団員に変えてしまっている。本
来は“秩序をもたらす者”に献身していたこの司祭は、今ではかつての
彼女の祈祷を、這いずる神の力を増そうとするものに変えてしまっ
ている。
　他の教団員たちと異なり、デヴィは魅了されてはおらず、這いずる
神とミスカに力を授けようと言って誘われると二つ返事で寝返った
のである。現在彼女は、親切で人のよい人物という自分の外面を注
意深く取り繕っており、疑われないために可能な限り真実を話して
いる。
　デヴィは、ムーンブルック卿の中にある力が、自身が這いずる神の
形をしているものに仕えることで得ている精髄と同じものの欠片で
あることに気付いている。彼女はそれを調べ、そしてその力を可能
なら自分の中に吸収してしまいたいと考えている。

14．粉屋
　小川の水車小屋はミッチ・ミラーとその妻のサイレー、10代の双
子の子どもたち（ポーシャとフォッジ）、そして3人の見習いの家に
なっている。粉挽き場では地元の農民たちの穀物を粉に挽いており、
一方サイレーは彼女の台所で小さなパン屋を営んでいる。一家は“旧
き信仰”の信者であり、信者集団の大黒柱ともなっている。
　ミッチは十分愛想のいい人物だが、最近の事件のせいで誰に対し
ても疑ってかかるようになってしまった。彼はよそものとはほとん
ど話そうとせず、それも天気の話か自分の仕事の話題だけである。
　手がかり：ミッチが村長に立候補しているが選挙戦を放棄してし
まったことを誰もが知っている。彼が必死に勝とうとしていたこと
を知っている村人たちは、それでだいぶ戸惑っている。彼が急に及
び腰になったのは、彼の長男のユージーンが古い濠要塞の山賊一味
に加わってしまったせいである。
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　伏線：ポーシャとフォッジは時間があればまどろむ大蛇亭か金麦
亭のどちらかにいる。この双子は冒険者にあこがれ、会いたがって
いるのだ。2人は若く、感じやすい年頃であり、2人ともがキャラク
ターの誰かに夢中になる可能性がある。そのせいで双子の一方また
は両方が冒険者たちを追い、命に別状が及ぶような危険な状況に陥
る場合もある。
　冒険の進め方：冒険者たちがユージーンのことに言及するか、ミッ
チになぜ選挙戦を放棄したのだと強く尋ねたなら、彼はその質問に
は答えるのを拒む。彼らがなんとか彼の口を割らせたなら（難易度
12の〈交渉〉または〈威圧〉）、彼はとうとう折れ、息子が濠要塞の山賊
どもの一味になってしまったのだと告白する。このことはPCたちが
次に『濠要塞の探索』を遊ぶきっかけを提供する。

15．聖なる木立
　柳の円形の木立がこの場所を “旧き信仰” の聖所であることを示し
ている。注意深く並べられた青い石の列が木立へ続く道を縁取り、
そこのささやかな庵にはドルイドの “とねりこ杖の” ラムニーが住ん
でいる。
　“旧き信仰”を信じるキャラクターは、伝統に従うならば、ホメル・
レーンに到着したらすぐにドルイドの元を訪れるべきである。ラム
ニーはヒューマンで、有り得ないくらい高齢で弱々しく見えるが、彼
の精神は明瞭である。
　冒険者たちが最初にドルイドのもとを訪れると、彼はPCたちを歓
迎するが、特に“旧き信仰”の信者を厚遇する。キャラクターのうち少
なくとも1名が “旧き信仰” の信者であれば、彼はパーティーにポー
ション・オヴ・ヒーリング1本を提供してくれる。しかし、冒険者た
ちが最近ホメル・レーンを襲っている奇妙な事象の一環であること
を恐れてもおり、それ以上の手助けはしてくれない。彼は、ムーンブ
ルック卿に憑依した霊を除くほどには自分の魔法は強力ではないと
言う。
　手がかり：辛抱強く観察したなら、ラムニーがホメル・レーンに
生じている問題に関する膨大な知識を集めていることがわかる。ど
の時点においても、このドルイドは君が進ませたいと思う方向に冒
険者たちを導くだけのヒントを提供することができる。ラムニーは、
君が訪れさせたいと思う特定の場所を指し示すこともできる。
　冒険の進め方：君がPCたちに這いずる神の教団を調べさせたいと
思うなら、ラムニーは冒険者たちに、自分の助手である鍛冶屋のスミ
スが、最近は自分のドルイドとしての仕事に手を貸さず、金麦亭に入
り浸っているのだと話す。こうすればPCたちはスミス（エリア8）も
しくは金麦亭（エリア20）を訪れようとし、次に『金麦亭』を遊ぶきっ
かけを提供できるだろう。

　もし君が冒険者たちに濠要塞に攻撃を掛けさせたいのなら、ラム
ニーはPCたちに、最近この土地の商人のキャラバンが襲われている
こと、それも被害はウィンデルの荷馬車に集中していることを話す。
このドルイドは自分はこの一帯の動物たちから情報を得ているのだ
と言い、そしてその情報から濠要塞にまた誰かが住み始めていると
確信しているのだと話す。この手がかりからPCたちは運送業者屋の
ウィンデル（エリア10）を訪ねるかもしれず、あるいは直接濠要塞に
向かうかもしれない。どちらにしろ次に彼らが『濠要塞の探索』を遊
ぶきっかけを提供する。
　もし君が冒険者たちに混沌の洞窟群の探索をさせようとするなら、
ラムニーは洞窟からやってくるゴブリンどもがここ数週間で増えて
いると話す。ホメル・レーンと混沌の洞窟群の間の農場はしょっちゅ
う略奪の被害にあい、またこのゴブリンのせいでブラック・ジェイ
の妻子が殺されたのだと信じているとも彼は言う。この手がかりか
らPCたちはブラック・ジェイ（エリア12）を訪ねるか、あるいは直接
混沌の洞窟群に向かうだろう。どちらにしろ彼らが次に『混沌の洞
窟群の探索』を遊ぶきっかけを与える。

16．まどろむ大蛇亭
　この酒場の表玄関に出ているカラフルな看板は、鼻から煙を出し
ながら眠っているレッド・ドラゴンを描いたものだ。食堂の周囲は
花壇でにぎやかに彩られ、そのせいでこの建物は村のどの家よりも
年季が入って見える。
　ベルバ・クラルーンと彼女の夫のオルウィンがこのまどろむ大蛇
亭の持ち主にして亭主であり、彼らは疲れた旅人たちに快適に過ご
してもらえるよう心を砕いている。お客の気配がするや否やベルバ
はポーチに駆け出し、彼らを招きいれて飲み物と食事を提供する。
オルウィンはもっと落ち着いているが、それでも愛想よく食べ物や
飲み物を振舞い、ホメル・レーンの外の世界の物語を聞くのである。
　手がかり：冒険者たちが部屋を所望したなら、ベルバは恥ずかし
そうに、家はお泊めするのはやってないんですよと言い、一行を金麦
亭に案内する。ほがらか娘亭が破壊されたときに、クラルーン夫妻
は村の大工のロスに増築を依頼し、まどろむ大蛇亭に宿泊用の部屋
も設けようとしたのだが、ロスは度重なる依頼にも関わらず、今は忙
しいと言ってその計画に着手してくれないでいる。
　冒険の進め方：エルモ・ドリューはしょっちゅうこの酒場にやっ
てきている。彼は酔っ払いののろまのふりをして、下らない質問を
冒険者たちにしては彼らがなぜここにやってきたか聞き出そうとす
る。彼らがホメル・レーンで起きている問題解決のためにやってき
たのだということが明らかになると、エルモは自分の兄のオーティ
スも冒険者だという。彼が言うには、オーティスは数週間前、混沌の
洞窟群の探索のために村を出たが帰ってこないのだそうだ。この情
報は、PCたちが次に『混沌の洞窟群の探索』を遊ぶきっかけを提供す
る。
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17．ヴィルマの小屋
　ここは年老いたハーフエルフで、ホメル・レーンへの旅の途中で
言及されたことによれば、カーヨ・メリディの“ひいひいおばあちゃ
ん” であるヴィルマ・メリディの家である。花壇がこの古風な小さ
な家の周囲を取り囲んでおり、エルムの木に囲まれた家の窓にはか
わいらしいカーテンが掛かっている。
　ヴィルマはよそものたちを歓迎し、客人全員にお茶かワインを飲
んでいくようにと言う。しかし彼女自身はすっかり年老いて弱り、
一度に数フィートしか歩くことができない。彼女は近所の繕い物を
引き受けて小銭を稼いではいるが、生活費の大半は家族が農業を営
んでためてきた資産に頼っている。100年以上もこの村に住んでい
るため、ヴィルマはこの前の襲撃が1世紀前に起きていることを耳に
している。
　伏線：ホメル・レーンへの旅の途中で孫が冒険者たちに命を救わ
れたことを聞くと、ヴィルマは彼らに泊まる場所を提供し、また、お
礼として1人当たり20spと、リボン型のキャンディを受け取るよう
言い張る。彼女はまた、村の歴史を完璧に話してくれる。その中に
は100年前の襲撃の詳細や、現在起きていることと過去の出来事が
あまりにも似通っているということも含まれる（P.3『冒険の背景』の
情報を使用すること。ただし“狼蜘蛛”ミスカの項目は除くこと）。
　カーヨが死んでいた場合、ヴィルマはPCたちに、“とねりこ杖の”
ラムニーに彼が死んだことを話してくれるよう頼む。
　手がかり：ヴィルマはめったに外出しないが、他の村人たちが
しょっちゅう、彼女の様子を見に立ち寄ってくれる。彼らは彼女と
噂話をし、そのため、ヴィルマはホメル・レーンで一番噂話に詳しい
人物となっている。とはいえ、彼女は最近の嫌な事件の背後の暗い
真実については何も知らない。
　ヴィルマは、ここ数ヶ月で非常に多くの人々が“旧き信仰”から“秩
序をもたらす者” に宗旨替えしたことに驚いている。宗旨替えをし
たものの多くが金麦亭にたむろしていることもヴィルマは知ってい
る。

18・養豚場
　農場に近づくにつれ、間違いようのない豚の臭いが冒険者たちを
出迎える。さらに数頭の子豚や何羽もの鶏や七面鳥が庭をほじくり
返したり駆け回ったりしている。日中は、ポーチから10代の少年が
通行人を見張っている。
　誰かが近づくと、この少年は家に駆け込み、すぐに彼の父親のジョ
フェットを連れて出てくる。村の最近のいざこざはジョフェットの
悩みの種であり、彼はよそものと見れば追い返そうとしているのだ。
　手がかり：ジョフェットは訪問者を歓迎する気も、質問に答える気
もない。非常に愛想のいい一行であれば、彼の心を和らげることも
できる（難易度20の〈交渉〉または〈はったり〉；一行の誰かが自分は
“旧き信仰” の信者であると言ったのであれば難易度12）。その場合、
彼は態度を和らげ、娘のヴェイルが数ヶ月前に家出して、それ以来何
もかも上手く行かないのだと言う。彼女は数週間前に村に戻ってき
たが、ならず者数名、それに粉屋の息子のユージーンも一緒だったの
だそうだ。ジョフェットは娘を追い出し、その後、彼女と一緒だった
人物が粉屋（エリア14）のところにいたという話を耳にしたのだと
言う。

19．醸造所
　この、扉の上から樽が鎖で吊るされた堂々たる石造りの建物は、こ
の土地の醸造家エヴィナ、そして彼女の夫とまだ若い子どもの住居
と仕事場である。最近羽振りがよくなってきたので、甥っ子とその
妻が醸造所の手伝いにやってきている。彼らは “旧き信仰” の信者で
ある。
　醸造所の1階には大樽がいくつかあり、また地下室にも同じ樽がい
くつかある。脇の納屋には原材料が収められている。醸造所の2階
には3人の見習いが住んでおり、醸造家の家族は母屋の隣の別棟に住
んでいる。
　伏線：1人が“秩序をもたらす者”に最近宗旨替えするまで、見習い
たちは全員 “旧き信仰” の信者であった。この転向は、エヴィナの一
家にちょっとした動揺をもたらした。
　この醸造家は、自分は村にとって何が一番いいか知っていると信
じており、誰にでも堂々とそう言っている。この考えでもって、彼女
はヴァリック・ベッカー（エリア5）に対抗して村長に立候補した。
エヴィナの言うことは確かに正しいのだが、彼女があまりにもはっ
きりものを言いすぎるというので、他の“旧き信仰”の信者の間でさえ
いまひとつ人気がない。彼女は最近の村人の失踪事件はヴァリック
のせいだとまで言い出し、この失踪事件でもって彼と他の“秩序をも
たらす者”の信者が“旧き信仰”の信者を脅かしていると言い張るのだ。
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 21．保安官の小屋
　村の保安官、グローヴァー・ラスカルはこの何の変哲もない木造
の家に住み、そこを仕事場にしている。窓は重い鎧戸で締め切られ
ているが、しっかりした扉は開けっ放しである。グローヴァーはル
フス卿とバーン卿が冒険者時代に付き合いのあった人物で、彼らは
グローヴァーを信用して村の平和を維持する仕事を任せているので
ある。グローヴァーは静かな自信に満ちた雰囲気を漂わせている。
彼は問題を抱えて訪れた者たちの話をよく聞き、早急にその懸念を
解決するからと請合う。実のところ、彼は可能な限り手を抜く。グ
ローヴァーはヴァーナとバリナという2人の助手を雇っており、この
2人もこの部屋に住んでいる。
　伏線：グローヴァーは混沌教団の教団員ではないが、毎月、教団の
犯罪が行なわれる日には別の場所を見回ることの対価として賄賂を
受け取っている。彼は自分に疑いを向けさせないためであれば何で
もする。彼の裏切りの事実に冒険者たちがあまりにも近づきすぎた
なら、彼は冒険者たちを投獄しようとしさえする。
　オプション遭遇：PCたちが保安官と衝突した場合、彼らは保安官が
侮ることのできない戦い手であると知ることになる。彼の助手も彼
の隣で戦う（『“麗しの”レアス』の衛兵のデータを使用すること）。彼
が一行を逮捕することにした場合、グローヴァーは村人（同セッショ
ンの人間のならず者のデータを使用すること）を数名徴用すること
もできるし、中央砦から兵士を何名か呼ぶこともできる（町の衛兵の
データを使用すること）。

ラスカル保安官	 レベル 5　制御役（指揮）
中型・自然・人型
hp：60；重傷値：30	 イニシアチブ：＋3
AC19、頑健17、反応17、意志18	 〈知覚〉＋3
移動速度：5	 夜目
特徴
プロテクテッド／護衛対象
味方に隣接している間、ラスカルはすべての防御値に＋2のボーナスを得る。

標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：2d8＋4ダメージ

C アージ・ヘジテイション／ためらい喚起（［魅了］）◆遭遇毎
　攻撃：近接範囲・爆発5（爆発の範囲内の敵すべて）；＋8対“意志”
　ヒット：目標は自分の次のターンの間、標準アクションを行なうことができな
い。

アポイント・チャンピオン／代理戦士の指名◆無限回
　効果：近接範囲・爆発10；（爆発の範囲内の味方1体）；目標はフリー・
アクションとして1回の基礎攻撃を行ない、その攻撃の前か後に1マスのシフト
を行なえる。

インスピレイショナル・オーソリティ／権威ある鼓舞◆遭遇毎
　効果：近接範囲・爆発10（爆発の範囲内にいる味方1体）；目標は1回の
フリー・アクションとして、無限回、遭遇毎、あるいは再チャージ型の攻撃パワ
ーを1つ使用する。

技能：〈威圧〉＋10、〈看破〉＋8、〈交渉〉＋10
【筋】15（＋4）	 【敏】12（＋3）	 【判】12（＋3）
【耐】12（＋3）	 【知】14（＋4）	 【魅】16（＋5）
属性：無属性	 言語：共通語
装備品：チェインメイル、ライト・シールド、ロングソード

20．金麦亭
　この大きな木造の宿屋は真っ白に塗られていたが、その塗装の大
半は剥げ落ちてしまっている。母屋には、家畜を囲っておく場所や
厩舎が併設されている。建物のひさしは麦の穂の彫刻で飾られ、看
板には麦の束が描かれ、扉の上からはビールのピッチャーが吊るさ
れている。
　ここの持ち主で宿屋を運営しているのはバートラム・べスウィル
である。忙しい時間には彼はバーテンダーを務め、笑顔と冗談とマ
グカップ一杯のエールで新しい客人を迎え入れるのである。彼は軽
く取るに足りない会話を続けようとする。
　手がかり：冒険者たちがランソンとサイラ（P.10『行方不明の革細
工職人』参照）について尋ねたなら、客たちは、夫婦は家に帰るためす
ぐに宿を出たと言い張る（この事実は、教団員でない客たちにとって
は事実である。というのも、夫婦は夕刻のまだ早い時間に誘拐され
たからである）。
　伏線：どの時点においても、宿には15人以上の客がいる。もちろん、
そのうち少なくとも10人は這いずる神の教団の教団員である。教団
員たちは話しかけられれば喋り、答えるが、自分から話そうとするそ
ぶりは見せない。彼らは下がっていようとし、自分たちの活動を邪
魔するかも知れないよそものの取り扱いはバートラムに任せておこ
うとする。
　金麦亭は現状、ホメル・レーンで部屋を借りることのできる唯一
の場所である――このことは、バートラムが這いずる神の信者にし
てしまおうとしたものを誘拐するのに好都合に働いている。彼は冒
険者たちに別々に部屋を取るように言い張り、そうしてくれれば料
金を割り引くからとまで言って気を引こうとする。もし彼が冒険者
の1人を他と引き離してしまうことに成功したなら、彼は教団員の数
名を使ってその冒険者を襲わせる（P.30の『金麦亭』より人間のなら
ず者のデータを使用すること）。冒険者が倒されたなら、そのキャラ
クターは気絶して宿屋の地下室に閉じ込められ、スピリット・ナー
ガが棲む這いずる神の洞窟に運ばれるのを待つことになる。
　冒険の進め方：冒険者たちが村で起きているその他の奇怪な出来
事について尋ねたなら、バートラムは、村の連中はそんなこと気にも
していないと言い張る。もしPCたちがその話題を続けようとしたな
ら、彼は混沌の洞窟群で拡大しつつある邪悪な勢力のせいだという
見解を披露して、冒険者たちの注意を逸らそうとする。この情報は、
PCたちが次に『混沌の洞窟群の探索』を遊ぶきっかけを提供する。
　冒険者たちが本格的に詮索を始めたり、厄介な質問を続けたなら、
疑心暗鬼に陥ったバートラムは実力行使に及ぶ決心をする。こう
なった場合、PCたちは次に『金麦亭』の状況を遊ぶことになる。
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22．領主の塔
　この石造りの塔は50フィートを超える高さで、塔の隣にある、地
面から10フィートの高さまで伸びる石造りの螺旋階段を登ってし
か入ることができない。塔の外側の扉は、塔から踊り場への橋掛か
りとなるような作りとなっている。無数の矢狭間が踊り場を、そし
て塔の基部を見下ろすように開けられている。
　塔の中はホメル・レーンの領主で、10年以上前にこの地にやって
きたルフスとバーンの住居となっている。それぞれ力のあるウィ
ザードおよびファイターである元冒険者の2人は、長いこと西の女男
爵に仕え、その報酬として、彼女の名においてホメル・レーンとその
周辺一帯を治める権利を与えられたのだ。統治者として官僚制度に
取り込まれるという仕事に、2人の元英雄はすぐに耐えきれなくなっ
た。というわけで現在、彼らは統治にかかわる日々の仕事を、信頼す
る城代であるところのヴァレッド・ザボール（エリア23）に任せるよ
うになっている。
　伏線：ルフス卿がかつての“旧き信仰”を捨て、“秩序をもたらす者”
を信仰するようになって以来、2人の領主の間には亀裂が生じてし
まっている。2つの信仰の間に生じた緊張はいずれ村を引き裂きか
ねないと予見したバーン卿は、自分の思うところをルフス卿に打ち
明けたが、ルフス卿はそれをはねつけた。このウィザードは数週間前、
怒りに任せてホメル・レーンを離れた。おそらくはどこか他所で秘
術の研究を続けるつもりだろう。バーン卿はそれ以来塔を離れるこ
となく、何が起きるかをじっと見守っている。
　領主のどちらかを捜して冒険者たちが塔にやってきたなら、正面
入り口のところにいる衛兵は彼らを城代（PCたちが政治関係のこと
について話したがった場合）のところ、あるいは保安官（法や秩序に
関する問題だった場合）のところへ連れてゆく。

23．中央砦
　ホメル・レーン一帯の統治の手助けをする兵士や家臣たちは、村
の郊外の緩やかな丘の上に立つ大きな石造りの砦に住んでいる。砦
の中心は城代ヴァレッド・ザボール、そして彼の副官のロネット・
ゴーの個人的な住居および執務室となっている。ヴァレッドは城代
として、村の日々の運営に責任を持っている。彼は村と、そしてルフ
ス卿、バーン卿との橋渡しとなっている。
　ヴァレッドはルフスとバーンの最盛期に共に冒険をした聡明な人
物で、その勇敢さと常識について2人の信頼を勝ち得たのである。彼
は村をきちんと運営していくための重要な決定を任されている。
　伏線：塔の衛兵が冒険者たちの来訪を城代に報告すると、彼は1時
間以内に彼らと会う。彼は彼らが言わねばならぬことを聞き、最近
村に起きていることに関する彼の見解を話す――が、ルフス卿と
バーン卿の不在については口を閉ざす。彼はそのことについて何も
言う権限を持たないのである。ルフス卿とバーン卿の居場所につい
て話すよう強要されたなら、ヴァレッドは、ルフス卿だけがウィザー
ド独自の用件という奴でホメル・レーンを離れており、バーン卿は
邪魔をしないようにとだけ命令を下して塔に閉じこもっているのだ
と明かす。
　ヴァレッドは冒険者たちに、村で起きていることについて調べ、こ
の奇怪な失踪や山賊の襲撃の背後に誰が、あるいは何があるのかに
関する手がかりを捜してくれるのは大歓迎であると言う。もし冒険
者たちが特定の犯罪について報告しようとした場合、彼は冒険者た
ちに、グローヴァー・ラスカル保安官のもとへ行くように言う。

24．倉庫
　旅の商人や大量の荷物を運ぶその他の旅人たちは、品物をここに
納めておくことができる。倉庫はどれも両開きの扉で締め切られて
いる（開けるには難易度21の〈盗賊〉判定）。城代のヴァレッド・ザ
ボール（エリア23）とその助手が鍵を持っている。中には馬車や荷馬
車が数台、様々な食物や衣服、矢、クロスボウのボルト、塩、ワインな
どを詰めた箱や樽や包みを積んで停まっている。

25．下宿屋
　収穫の時期になると村に手伝いにやってくる農夫や季節労働者た
ちは、このささやかな下宿屋に泊まる。うち数名は這いずる神の教
団員に変えられており、仲間の農夫が一日の重労働にくたびれて
眠っている間、金麦亭にやってきている。
　近くの納屋には、この労働者たちの持ち物である動物や道具、それ
に乗り物が納められている。

26．無人の建物
　これらの店や住居や農場は、現在うち捨てられている。ここのか
つての居住者たちはいなくなってしまった――秘密裏に殺されたか、
あるいは這いずる神のもとに囚われているのだ。これらの建物の中
にはまともな値打ちのあるものは何も残っておらず、また、保安官の
助手たち（エリア21）が、侵入者たちが近づかないように目を光らせ
ている。

結末
　冒険者たちのホメル・レーンでの調査結果は、このD&Dエンカウ
ンターズ・シーズンで彼らがどのように物語を進めていくかを決定
する（P.9『冒険の進め方』参照）。最初のセッションの終了時までに、
PCたちはまず何について調べるかを決定しなくてはならない。ある
いは君が特定の方向性を示唆すること。プレイヤーたちに、次はど
のセッションを遊ぶことになるか告げ、どこで事件が起こるかとい
うことに関して何か予感できるようにしておくこと。
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 第2章：混沌教団
　ホメル・レーンからほど遠からぬところに、濠

ほり

を巡らした古い砦
がある。これを濠要塞とよぶ。かつてここには邪悪なヒューマンた
ちが住んでいた。彼らは百年前に村を襲い、そして敗れた軍勢の一
部でもあった。悪と混沌をあがめるこの砦は、幸いにも陥落し、砦の
者たちは敗れて逃げ走った。以来一世紀、濠要塞の廃墟は住む者も
なく朽ちるに任されてきた。だが今や、無法の地に新たな悪が興ろ
うとしている。

砦の探険
　このセッションは本アドベンチャーのうち『混沌教団』の章の第1
の部分にあたる。PCたちは「ホメル・レーンから北へ4時間ほど行っ
たところに、濠要塞がある。今は廃墟になっているが、そこに山賊ど
もが巣くっている」という噂に対応してここまでやって来た……と
いう公算が最も高いだろう。

ここまでの展開
　冒険者たちは、運送業者のウィンデルやドルイドの“とねりこ杖の”
ラムニー（ホメル・レーンのエリア10、エリア15）に頼まれてここま
でやって来たのだろうか？　もしそうならプレイヤーたちに、山賊
が横行しているという噂と、どうやら濠要塞が山賊どもの隠れ家に
なっているらしいということを伝えること。
　質屋（ホメル・レーンのエリア11）でのニラ・ハスカリ殺害を受け
て話が続いているのだろうか？　もしそうなら、プレイヤーたちに
事件の話をし、PCたちはニラを裏切った護衛のエロル・ロックタイ
ンを追って砦までやって来たのだと伝えること。この場合、『濠要
塞のダンジョン』（P.26）で眠っている教団員のうち1人がエロルだと
いうことになる。
　冒険者たちは濠要塞のことを粉屋（ホメル・レーンのエリア14）の
ミッチから聞いたのだろうか？　もしそうなら、そのやりとりにつ
いて説明し、ミッチの息子は山賊の一味に加わってしまったと伝え
ること。この場合、ミッチの息子は今は襲撃のため外に出ており、『要
塞の中の山賊ども』の遭遇に出てくる山賊の中にはいない。
　それともDMである君は、もっと他の場所や事件を通して、PCたち
をここまで連れてきたのだろうか？　もしもそうなら、今回のセッ
ションの開始時に、プレイヤーたちにそれらの情報をまとめて伝え
る必要がある。

要塞への侵入方法
　セッション開始時点で、キャラクターたちは濠要塞の正面の扉に
通じる路上にいる。一行が要塞に近づく（そしてやがて中に入る）な
ら、次のページにあるエリアの説明と、P.25の戦術マップを用いて、
プレイヤーたちに詳細を伝えるべきである。

　PCたちがこの地に着いたなら以下を読み上げること：
　ホメル・レーンから、濠要塞の廃墟までは、およそ4時間かかりま
した。旅路の大方は森の中でしたが、森の中にぽっかりと空き地が
あいていて、目の前に崩れかけた石づくりの砦が見えます。元は2階
建てだったと見えますが、今では2階は崩れ落ちています。廃墟と化
した要塞の周りには、濠が巡らされ、水がたまっています。

　濠に渡してある木の橋は、朽ちかけてはいますが、どうやら無事そ
うです。正面の両開きの扉はちょうつがいが外れて半開きになって
いて、大昔に破城槌で破られたように見えます。橋へ通じる道にも
橋の上にも人間大の足跡がいくつもついており、その上に最近つい
たらしい馬車のわだちあとがあります。
　〈知覚〉難易度12：要塞の壁は2箇所で石が崩れ、大きな裂け目が
できています。どちらの裂け目も通り抜けるのに充分の大きさがあ
ります。
　〈知覚〉難易度14：要塞のそばに、それはもう大きなカエルが2匹、
身を隠しています。1匹は橋に通じる道のわきの小さな池のなかに。
もう1匹は濠のなかに。

　山賊どもは敵襲に備えて、要塞に近づくものはないかと念入りに
見張っている。PCたちが壁の内側に入りこんだのが発見されたなら、
P.23の『要塞の中の山賊ども』へ進むこと。
　裂け目：裂け目から要塞への出入りが可能であり、これが要塞の
防備の弱点となっていることには、山賊どもも気づいている。そこ
で彼らは2つの裂け目にそれぞれ罠を仕掛けた。裂け目に踏み込む
クリーチャーは、前もって罠を解除しておかない限り、瓦礫の中に隠
してある1瓶のアルケミスツ・エッセンスを割ってしまう。

アルケミスツ・エッセンスの罠（［火］）	 レベル 1　罠	
物体
探知：〈知覚〉難易度19	 イニシアチブ：―
hp：8
AC16、頑健13、反応15、意志―
完全耐性：［死霊］、［精神］、［毒］、強制移動、すべての状態異常、継続的ダメ
ージ

トリガー型のアクション
C 攻撃（［火］）◆遭遇毎
トリガー：クリーチャーがこの罠の範囲に進入する、あるいは罠のヒット・ポイン
トが0になった時。

攻撃（アクション不要）：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；
＋4対“反応”

ヒット：2d6＋3［火］ダメージ
ミス：半減ダメージ。
効果：この罠は破壊される。
対抗手段
◆無力化：〈盗賊〉（難易度19、標準アクション）。成功：この罠は無力化される。

失敗（14以下）：この罠が攻撃を行なう。

　番人たち：大きなソーンスキン・フロッグが2体、濠のなかと池の
なか（戦術マップ上のエリア1）であたりを見張っている。そしてエ
リア2にはドワーフの徴集兵が身を隠して矢狭間から外をうかがっ
ている。冒険者たちは、気づかれることなく接近するには、難易度12
の集団〈隠密〉判定に成功せねばならない。判定に失敗したなら、カ
エルたちはゲコゲコと鳴いて急を知らせ、ドワーフはPCたちを見つ
ける。その後、冒険者たちが砦に踏みこんだ際には、山賊たちは不意
討ちラウンドを得る。
　財宝：裂け目の罠を解除したなら、アルケミスツ・エッセンスの
瓶は無事回収できる。

一本道シナリオとしてプレイする場合
　このセッションは直接、次の『濠要塞のダンジョン』に続く。詳
しくは『次のセッション』（P.25）を参照。
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1・池と濠
　濠のまわりの地面は低く、沼のように柔らかく湿っています。道
の近くに、地面からしみ出した水が小さな池を作っています。

　ソーンスキン・フロッグが池の中に1匹、濠の中に1匹、あわせて2
匹住んでいる。敵が砦の外にいる間は、これらのペットも山賊も、敵
から攻撃されない限りは攻撃しない。敵が砦の中に入ったなら、カ
エルも砦に入り、砦で戦いが起きたところで山賊たちに加勢する。
外でPCとカエルの戦いが始まったなら、エリア2のドワーフの徴集
兵はこれに気づく。

2・崩れた塔
　この塔は崩れ、1階部分だけが無傷で残っています。矢狭間があっ
て三方を見渡せるようになっている様子です

　ドワーフの徴集兵、名前をレディエという者が、この場所を守って
いる。レディエが山賊どもに一行の接近を警告したなら、山賊ども
は戦闘開始時に不意討ちラウンドを得る。

3・中庭の低い段
　この中庭の床には瓦礫が転がり、天井はなくて空が見えます。北
東のほうには階段があって、高さの高い、もう一つの中庭につながっ
ています。中庭に面した内側の壁にも矢狭間が切ってあるのがわか
ります。

　山賊が既にPCの接近に気づいているなら、PCたちは中庭の低い段
に踏みこんだ時点で発見される筈である。次ページの『要塞の中の
山賊ども』へ進むこと。

4・中庭の高い段
　高いほうの中庭は、瓦礫をきれいに取り除けてあります。中庭の
あちこちに椅子が何脚か置いてあります。

5・かしらの部屋
　ひどい部屋の中に、これは相当ましな羽根ぶとんのベッドが、北の
壁ぞいにしつらえてあります。東の壁ぎわにはがんじょうな机と椅
子。机の下の大きな箱には、鉄のたががはまり、錠前がかかっていま
す。

　山賊の女首領エンダ・イエートはこの部屋にいる。
　机：エンダの机の上には筆記用具と、走り書きの手記がある。手
記に記してあるのは、エンダがこの辺境の地の西にある男爵領で後
ろ暗い稼業をしていた頃のあれこれである。また、エンダが砦に来
てから起きたいくつかの重要な事件についても詳述してある（P.24
『結末』を参照）。
　箱：箱にかかった錠前はニセモノである。この錠前を解錠しよう
とするか、箱を叩き壊して開けようとしたなら、箱の中で酸の瓶が砕
け、箱に入っている帳簿を台無しにする。難易度12の〈知覚〉判定に
成功すればニセ錠前の仕掛けがわかる。箱を無事に開ける方法は1
つで、それは箱の裏側にある秘密のパネルを操作することである。
パネルを発見するには難易度12の〈知覚〉判定、箱を開けるには難易
度12の〈盗賊〉判定を要する。

　箱の中の帳簿には、山賊一味の盗んだ品々と、盗品を売って受けた
支払のことが事細かに記してある。この証拠と運送業者のウィンデ
ルの記録とを突き合せれば、ホメル・レーン近辺の物流のうち盗賊
が直接襲っていないのは、交易商ライネンとグレマグの事業だけだ
ということがわかる。
　財宝：もし酸の罠が作動しても、帳簿こそ失われるが、箱の中から
一足のシューズ・オヴ・ウォーター・ウォーキングは回収できる。

6・崩れた階段
　この階段は、昔は砦の2階に通じていたと見えますが、2階そのも
のが崩れたせいで通れなくなっています。

7・下り階段
　下りの階段がありますが、通路は新しい石壁でふさがれています。
近づくと石のおもてに奇妙な印が光を放ちます。あきらかに、ここ
には何らかの魔法が働いているのです。

　難易度8の〈宗教〉または〈魔法学〉判定に成功すれば、この壁を通り
抜けるにはしかるべき合言葉を発する必要があるとわかる。現在砦
の地上階にいる山賊は誰も合言葉を知らない。レアスの内陣の成員
以外では、ホメル・レーンの商人ライネンとグレマグのみが合言葉
を知っている。
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 8・寝部屋
　この部屋には簡易ベッドとハンモックがいくつかあります。壁や
床についている、消えかけの茶色いしみは、しばらく前にこの部屋で
流血の争いがあったことを示しています。

　山賊たちはこれらの部屋を休息に使っている。どの部屋の扉も内
側からかんぬきがかかるようになっており、弓兵のいる部屋は戦闘
が始まるとかんぬきがかかる。かんぬきのかかった扉を開けるには
難易度12の〈盗賊〉判定、ぶち壊すには難易度19の〈運動〉判定が必要
となる。
　どの部屋にも、そこで眠っている山賊のわずかな持ち物があり、全
部の部屋のぶんを合せると50gpになる。

9・倉庫
　この部屋に所せましと積んであるのは、ホメル・レーンの運送業
者ウィンデルの印のついた箱、枠箱、樽です。

　ここに蓄えてある品々の中には、食物もあればろうそく、ランタン、
衣類といった日用品もある。冒険者たちがこれらの品々をウィンデ
ル（か夫人）に返還したなら、1人あたり20gpのお礼をもらえる。

10・立入禁止の部屋
　この部屋の扉はかたく閉ざされ、外側からかんぬきがかかってい
ます。扉にはチョークで共通語が書きつけてあります。「病の部屋。
閉じたままにおくべし」

　冒険者たちが部屋に入ったなら以下を読み上げること：
　かんぬきのかかった扉を抜けた先の部屋は見苦しく汚れて悪臭が
鼻をつきます。汚物、ひっくりかえった簡易ベッド、壊れた家具が散
らばっています。何かが動いたと思うと、半裸のヒューマンが、大き
な金切り声をあげて跳びかかってきます。「ころす！　ばかども、こ
ろす！」

　この部屋には3人の雇われ弓兵が住んでいる。彼らは “麗しの” レ
アス直々の命令にそむいて、レアスに呪いをかけられた。今では狂
気に陥り、理由なく、容赦なく攻撃をしかけてくる。雇われ弓兵の
データ・ブロックは『要塞の中の山賊ども』の遭遇にあるものを使う
こと。ただしここにいる3人は近接攻撃のみを行なう。
　彼らははなはだしく発狂しているため、質問に理の通った答を返
すことはできない。ただし、冒険者たちがエンダの手記を手に入れ
ておらず、他の山賊を尋問してもいないならば、弓兵たちの狂った叫
びを通じて、山賊の活動についてのおおざっぱなあらましと、彼らが
レアスを恐れていることとを伝えるべきである。

要塞の中の山賊ども
遭遇レベル3

セットアップ
エンダ・イエート、山賊のかしら（L）
レディエとフエ、ドワーフの徴集兵（D）
雇われ弓兵（A）8体
ソーンスキン・フロッグ（F）2体

　PCたちがどうやって砦に入るかに関わらず、山賊たちは戦闘に有
利な位置へ急ぎ移動する。冒険者たちがやって来るのを発見したな
らば、砦のエリア2にいるドワーフの徴集兵は山賊に警告を発し、山
賊一同は戦闘開始時に不意討ちラウンドを得る。

戦術
　山賊一味は冒険者たちを中庭の低い段に閉じこめようとする。そ
こなら弓兵が冒険者たちに矢狭間のかげから矢を射かけることがで
きるのである。
　戦闘が開始したなら、レディエはエリア2から中庭の低い段へ移動
する。狙いは一行の背後から軽装甲の相手を攻撃することと、一行
が橋へ戻れないように割って入ることである。フエは中庭の低い段
と高い段をつなぐ階段の上へ移動し、冒険者たちが弓兵に取り付く
のを防ぐ。エンダは戦いの物音を聞いたなら部屋を出て、1ラウン
ド後に中庭の高い段に現れ、先頭に加わる。
　3ラウンド目の最初に、ソーンスキン・フロッグたちのイニシアチ
ブをロールし、フロッグを戦闘に投入すること。フロッグは正面入
口から砦に入ってくる。
　（a）次の3つの条件がすべて満たされれば、エンダは降伏する：（1）
エンダが重傷である。（2）ドワーフが2人とも死んでいる。（3）冒険
者たちのうち、死ぬか気絶している者が半分に満たない。
　（b）また、エンダのhpが10以下になった場合も、エンダは降伏する。

このエリアの特徴
　明るさ：時刻による。
　矢狭間：矢狭間の反対どうしにいるクリーチャーは、互いに“良好
な遮蔽” を得る。矢狭間に隣接した場所で身を屈めているクリー
チャーに対して、その矢狭間を通して遠隔攻撃を行なうことはでき
ない。
　瓦礫：これらのエリアは“移動困難な地形”である。
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エンダ・イエート、山賊の首領（L）	 レベル 3　砲撃役（指揮）
小型・自然・人型生物、ハーフリング
hp：38；重傷値：19	 イニシアチブ：＋6
AC17、頑健15、反応16、意志14	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
Oナチュラル・リーダー／生来の指揮役◆オーラ2
味方はこのオーラの範囲内にいる間、セーヴィング・スローに＋2のパワー・ボ
ーナスを得る。

標準アクション
m ダガー（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：2d4＋4ダメージ、もしも目標がエンダに戦術的優位を与えているな
ら2d4＋8ダメージ。

r スローイング・ダガー／ダガー投げ（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：2d4＋4ダメージ、もしも目標がエンダに戦術的優位を与えているな
ら2d4＋8ダメージ。

R タンブリング・トス／軽業投げ（［武器］）◆再チャージ 5 6
　効果：攻撃を行なう前に、エンダは自分の移動速度ぶんのマス目までシフト
を行なうことができ、さらに彼女が選んだ敵1体に対して彼女の次のターン終
了時まで戦術的優位を得る。
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：3d4＋8ダメージ。

トリガー型のアクション
セカンド・チャンス／二度目の正直◆遭遇毎
　トリガー：敵の攻撃がエンダにヒットする。
　効果（即応・割込）：トリガーを発生させた敵はその攻撃を再ロールし、新し
い結果を用いなければならない。

技能：〈隠密〉＋11、〈軽業〉＋11、〈事情通〉＋8、〈はったり〉＋8、〈盗賊〉＋11
【筋】10（＋1）	 【敏】20（＋6）	 【判】12（＋2）
【耐】14（＋3）	 【知】12（＋2）	 【魅】14（＋3）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ダガー×20

ドワーフの徴集兵（D）×2	 レベル 2　暴れ役
中型・自然・人型
hp：47；重傷値：23	 イニシアチブ：＋2
AC14、頑健15、反応13、意志14	 〈知覚〉＋3
移動速度：5	 夜目
セーヴィング・スロー：［毒］の効果に対して＋5
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
この徴集兵が引き寄せられるか、押しやられるか、横滑りさせられる際には常
に、その強制移動の距離を元の効果に書かれているよりも1マス少なくすること
ができる。

ステディ・フッテッド／揺るがぬ足元
この徴集兵は、攻撃により伏せ状態にされる時、それを避けるためにセーヴィン
グ・スローを行うことができる。

標準アクション
m ガウジ／斧槍（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：2d6＋6ダメージ。クリティカル・ヒットしたなら、この徴集兵は目標
を1マス押しやり、倒して伏せ状態とすることができる。

技能：〈持久力〉＋9、〈地下探険〉＋8
【筋】16（＋4）	 【敏】12（＋2）	 【判】14（＋3）
【耐】17（＋4）	 【知】11（＋1）	 【魅】11（＋1）
属性：無属性	 言語：共通語、ドワーフ語
装備品：ハイド・アーマー、ガウジ（訳注：両手持ちの両刃の斧。槍の頭があり
刺突にも使える。Dark	Sun	Campaign	Settingに登場する武器）

ソーンスキン・フロッグ×2（F）	 レベル 1　暴れ役
中型・自然・野獣（水棲）
hp：35；重傷値：17	 イニシアチブ：＋4
AC13、頑健12、反応13、意志11	 〈知覚〉＋2
移動速度：4、水泳6	 夜目
特徴
アクアティック／水棲
ソーンスキン・フロッグは水中で呼吸ができる。水中での戦闘において、（水棲）
でないクリーチャーに対しては、攻撃ロールに＋2ボーナスを得る。

標準アクション
m バイト／噛みつき◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
　ヒット：1d10＋6ダメージ。

M パウンス／飛びかかり◆再チャージ 5 6
　効果：このソーンスキン・フロッグは移動速度ぶんのシフトを行ない、そして
以下の攻撃を行なう。
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
　ヒット：2d6＋6ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。

マイナー・アクション
M タン・グラブ／舌でのつかみ◆無限回
　攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
　ヒット：このソーンスキン・フロッグは目標を2マス引き寄せる。

【筋】16（＋3）	 【敏】18（＋4）	 【判】14（＋2）
【耐】15（＋2）	 【知】3（－4）	 【魅】9（－1）
属性：無属性	 言語：――

雇われ弓兵（A）×8	 レベル 4　雑魚　砲撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋5
AC16、頑健16、反応16、意志15	 〈知覚〉＋8
移動速度：6
標準アクション
M ショート・ソード（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：5ダメージ。

r ロングボウ（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋11対AC
　ヒット：6ダメージ。

トリガー型のアクション
スキャター／散開◆無限回
　トリガー：この弓兵が見ることのできる味方のヒット・ポイントが0になった時。
　効果（フリー・アクション）：この弓兵は1マスのシフトを行なう。
技能：〈隠密〉＋10
【筋】14（＋4）	 【敏】16（＋5）	 【判】12（＋3）
【耐】10（＋2）	 【知】8（＋1）	 【魅】9（＋1）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、ロングボウ、アロー×20

結末
　エンダは、もし生きているならば、逃してもらえるかもしれないと
思って白状する。他の山賊は、たとえ捕えられても、脅されない限り
話そうとはしない（脅すには難易度19の〈威圧〉判定が必要）。
　もし冒険者たちがエンダを逃してやると言うなら、エンダは秩序
をもたらす者の信徒に「必ずエンダを逃してやる」という誓いを立て
てもらおうとする。秩序をもたらす者への誓いは神聖なものだから
である。もしPCたちがエンダを村に連れ帰って商人たちを相手に証
言させ、罪を裁こうとするならば、エンダは最初はしぶるが、冒険者
たちがエンダのために慈悲を乞うてやると言うなら最後は納得する。
エンダは保安官グローヴァー・ラスカル（ホメル・レーンのエリア
21）が誰にどう忠義を尽しているかを知っており、裁判が始まる前
にラスカルが逃してくれるだろうと踏んでいるのである。
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　エンダと山賊たちが明かす情報
は以下の通り。これらの情報の一
部は、エリア5にあるエンダの手記
内にも見出される。

◆ エンダはもともと、西の男爵領
に属する、ここより文明な土地
のコソ泥だった。あるとき「辺
境で山賊の小集団を率いてみる
気はないか」と持ちかけられた

（むろん、その辺境というのがこ
こである）。その仕事は町で泥
棒を続けるより利益も大きけれ
ば危険も少ないように思われた。

◆ エンダが会った相手は「気のふ
れたヒューマン」で、“麗しの”レ
アスと自称していた。レアスは
エンダに、これから山賊、匪賊ど
もを集め、ホメル・レーン一帯
の隊商を襲撃しろと言いつけ、
エンダは喜んでそうした。

◆ 最初の数回の襲撃の後で、レア
スは山賊たちに「隊商を襲った
ら1人残らず殺すか捕えて連れ
てくるように」と言い出した。
エンダは殺しは気が進まなかっ
たが、レアスは自分に従わぬ者
には恐ろしい呪いをかけた。そ
こでエンダも言いつけに従った
が、いずれは味方を増やしてレ
アスに取ってかわり、ホメル・
レーンを中心にした山賊のなわ
ばりを作り上げようともくろん
でいた。

◆ エンダの知るところでは、レア
スは死の教団を率いており、教
団にとって山賊行為は真の目的
ではない。黒いローブに、赤い
輪に金のふちどりという印をつ
けた人物が大勢、地下のダン
ジョンに通じる階段を、途中に
ある壁を通り抜けて降りていった。

◆ エンダはダンジョンに入る方法を知らない。けれど、きっと秘
密の合言葉を口にする必要があるのだろうと思っている。エン
ダと山賊たちは階段にも魔法の石壁にも近寄らない。地下では
言うべからざる恐ろしいことが起きているに違いないと思って
いるからである。

◆ エンダが奪った品々は、村へ持ちこまれ、交易商ライネンとグレ
マグに与えられることになっている。彼らは盗品を売るか、ど
こか他所で手に入れたふりをして自分のものにしてしまい、利益
を自分たちと盗賊一味とレアスに分配する。

次のセッション
　このセッションの終了時点で、冒険者たちの見出した手がかりは、
ホメル・レーンの交易商たちを問いただすに充分なものとなってい
るだろう。証拠をつきつけられたライネンは罪を白状し、PCたちに
砦の地下寺院に潜入する方法を教える（ホメル・レーンのエリア9を
参照）。
　時間に余裕があれば、このセッションのしめくくりとして交易所
での対決シーンという追加の遭遇を加えるのがよいだろう。時間が
ないならば単に上記の情報をプレイヤーたちに伝え、次の『濠要塞の
ダンジョン』のセットアップへ進むとよい。
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濠要塞のダンジョン
　このセッションは本アドベンチャーのうち『混沌教団』の章の第2
の部分にあたる。PCたちは『砦の探険』で情報を手に入れ、悪徳交易
商ライネン（ホメル・レーンのエリア9参照）に合言葉を吐かせてこ
こまでやって来た……という公算が最も高いだろう。

ここまでの展開
　『砦の探険』を見て、濠要塞の地上部分への潜入と探険、山賊どもと
の戦い、そしてPCたちがどうやって砦の地下のダンジョンに邪教の
教団が存在することを知ったかを、簡単にまとめて伝えること。
　冒険者たちは砦を探険した後、交易所で悪徳商人ライネン、グレマ
グと対峙したのだろうか？　もしそうなら、プレイヤーたちにこの
2人組が山賊と手を組んでいたこと、ライネンがダンジョンに入るの
に必要な合言葉を白状したさま、PCたちが潜入を容易にする教団員
のローブを所持しているかどうか……を伝えよう。
　それともDMである君は、もっと他の場所や事件を通して、PCたち
をここまで連れてきたのだろうか？　もしもそうなら、今回のセッ
ションの開始時に、プレイヤーたちにそれらの情報をまとめて伝え
る必要がある。

ダンジョン突入
　混沌教団の首領は “麗しの” レアスと呼ばれるクレリックである。
PCたちは前と同じ道をもう一度通って砦に至り、レアスの野望を食
い止めようとする。
　冒険者たちが砦を襲ったとき、山賊の一部は外へ襲撃に出ていた。
この山賊たちが戻ってみると、戦いの痕跡があり、砦の地上階は放棄
されていた。これを見て山賊たちはすみやかにこの地から退散した。
このため冒険者たちはこれ以上の戦闘を行なうことなくダンジョン
に行き着ける。
　戦闘遭遇はこのセッション中のいつでも起り得る。戦闘遭遇が始
まったなら、P.28の『麗しのレアス』へ進むこと。PCたちが教団員を
ごまかしそこねて戦闘になった場合、戦闘は通常に進行する。教団
員が冒険者一行を入信者の一団と思いこんだなら、冒険者たちは攻
撃にうつる際に不意討ちラウンドを得る。

　以下を読み上げること：
　下りの階段はやっぱり石壁で閉ざされていて、石のおもてには魔
法のしるしが光を放っています。

　冒険者たちは合言葉（「滅び」）を発さねばならない。一行はこの合
言葉を交易商ライネン（ホメル・レーンのエリア9）か、ムーンブルッ
ク卿に憑依していた霊から学んでいる公算が最も高いだろう。

　冒険者たちが合言葉を発したなら以下を読み上げること：
　ふしぎな力で、壁が動きだします。壁がギギギと音をたてて階段
の中へ下がってゆくと、その先には暗い通路が続いています。

　壁は1分後には再びせり上がる。壁の動く音は地下の教団員に警
告を発するに充分な大きさなので、ダンジョンに隠密裡に忍びこむ
ことは不可能である。

見張りとの対決
　50フィート進むと通路は角になっており、角を曲るとP.28の地図
の下端の通路に至る。

　冒険者たちがこのエリアに入ったなら以下を読み上げること：
　通路の左右の壁には赤と黒のチョークで神秘的な模様が描かれて
います。松明の明りが通路を照らすなかに、2つの人影が、見張りに
ついています。どちらも手に棍棒を持ち、教団のローブの下に革鎧
を着ています。1人が乱暴な声で話しかけてきます。「おいこら、
ちょっと来い。顔を見せろ」

　冒険者たちが教団員のローブを着ていないなら、見張りは叫び声
をあげて教団員たちへ急を知らせ、攻撃にうつる。この時点で戦闘が
起きたなら、他の教団員たちはすぐに戦闘に加わる。その場合、ダン
ジョンのもっと奥の読み上げ文は状況に合せて適宜読み替えること。

　冒険者たちが教団員のローブを着ているなら、以下を読み上げること：
　ローブを着た人物の1人が、あなたがたの着ている教団のローブを
調べてうなずきます。「今日はよき日だ。おまえたちは間に合った。
おまえたちは、首領が “われらの従う主” の精髄と心を通わせるのを
お助けすることができるぞ。われわれ全員の最後の運命がどんなも
のになるか、それがもうじきわかるのだ。さあ、すぐ行ってティモネ
ン殿と話をするがよい」

　冒険者たちは、特に疑いを呼ぶようなことをしなかったなら、面倒
事なく見張りの前を通り過ぎることができる。何か疑いを呼ぶよう
なことをしたなら、冒険者のうち1人が難易度9の〈はったり〉か〈交
渉〉か〈威圧〉の判定に成功すれば見張りの疑いを解くことができる。
最初の判定に失敗しても、2人目の冒険者が難易度13の〈はったり〉
か〈交渉〉か〈威圧〉の判定に成功すれば通してもらえる。

祈りの間
　冒険者たちは見張りのいる通路を抜けたのち、次はこれに隣接す
る祈りの間を抜けねばならない。その邪魔をするのは教団員だけで
はない。教団の崇める邪悪な魔法もまた厄介である。

　冒険者たちが部屋に入ったなら以下を読み上げること：
　この部屋のすみにはテーブルがあって、壁にあるのと同じ赤と黒
のしるしがついています。教団員が2人、テーブルについて、頭を垂
れて言葉なく祈りをささげています。

一本道シナリオとしてプレイする場合
　PCたちは、このセッションを完了したなら、スクロール・オヴ・ファ
イナル・ワーズを手に入れているはずである。これはハフロンの亡
霊が混沌の洞窟群で語った、力ある魔法の品の1つである。
　一行は勝利を得た。だがホメル・レーンに戻ってみると、これで
万事めでたしとはいかないことがわかる。村人たちはさらに失踪を
とげ（P.10の『ホメル・レーンで起きる事件』から『行方不明の革細
工職人』か『城代の副官』を使うこと）、すべての手がかりは金麦亭
を指している。次の『金麦亭』のセッションへ進め。



27

 

　1人の男が歩み寄ってきます。男の着ている黒いプレート・アーマー
には、教団員のローブにあったのと同じ、赤い輪に金のふちどりをつ
けた印があります。手にしているのは、短い銀の杖の先に、黒檀を彫っ
た狼のような蜘蛛のような不思議な生き物の像がついたものです。
　男は言います。「わしがレアス、おまえたちの新しい主人だ。よい
時に来てくれたな。おまえたちにはこれから儀式の手助けをしても
らう。この儀式によって、わしは “われらの従う主” に直接話しかけ
ることができるのだ。わしにはまだ準備がある。おまえたちはじゅ
うたんの上に乗れ。そして、言いつけがない限り、そこにじっとして
いるのだ」

　レアスはミスカとの意思疎通を試み、かのデーモン・ロード（＝ミ
スカ）が混沌教団とホメル・レーン近辺の土地をどうせよというの
か聞こうとしている。冒険者が儀式を邪魔しようとしたなら、レア
スは怒って冒険者をおしとどめる。2度目に邪魔をしたなら、レアス
は「わが忠実なるしもべたち」を呼んで「この不心得者どもを殺」させ
ようとする。

　もし冒険者たちがレアスの邪魔をせず準備を続けさせたなら、以下を
読み上げること：
　銀色の火の燃えている水盤を、何やら儀式のために整えたのち、レ
アスはまた話しはじめます。「わしはこれから“われらの従う主”に伺
いをたてる。わしが儀式を始めたなら、おまえたちも、われらが主の
大いなる力が身に迫るのをおぼえるであろう。逆らってはならない。
儀式を目のあたりにする者のみが、主の偉大を感得するのだから」そ
う言ってレアスは祈りはじめます。

　冒険者たちは儀式が始まるまでに1分間、行動の余裕がある。1分
過ぎたならば水盤からエネルギーの波が放たれ、冒険者たちは儀式
が完了するまで朦朧状態になる。このエネルギーによって冒険者た
ちはみな、それぞれ回復力を1回ぶん失う。

　儀式が完了したならば以下を読み上げること：
　銀色の火の中に、ぼんやりとかすんだ、狼の口のようなすがたが現
れます。長い牙を持ったその口は、かつてムーンブルック卿を通し
て語っていたのと同じ声で語りかけます。
　「よくやった。ミスカは嬉しく思うぞ。ほどなくなんじに命が下
るであろう、手勢を率い、かの村落を襲えと。余に従うものたちが、
なんじに加勢し、ホメル・レーンは陥落するであろう。して、なんじ
はミスカの名のもとにかの地を治め、わが牢獄とのつながりを強め
るであろう。やがて余が障壁を通り抜けることが可能になるであろ
う。余はこの世界を治め、なんじ“麗しの”レアスは、なんぴとにもま
さる偉大な地位につくであろう。軍勢を整えておくがよい。軍を動
かすの時いたらば、余のほうから、なんじに告げ知らせよう」
　幻は消え、レアスは莞

か ん じ

爾と笑って振り向きます。「見たか、おまえ
たち。時は近きにあるぞ。さて、ではティモネンとアーサスに仕事
を割り振ってもらうがよい。両人の命令はわしの命令と思って従う
のだぞ」

　難易度19の〈宗教〉または〈歴史〉判定に成功したキャラクターは
ミスカに関する物語を、『冒険の背景』（P.3）にある通りに知っている。
　PCたちが正体をあばかれることなくレアスの儀式が完了したなら
ば、戦闘遭遇はPCたちが教団員を攻撃しようと決めた時に開始され
る。この場合、冒険者たちは攻撃をしかけるに際して不意討ちラウ
ンドを得る。次ページの『麗しのレアス』へ進め。

　難易度13の〈宗教〉または〈魔法学〉判定に成功すれば、テーブルに
悪の信仰魔法の効果が吹き込まれていることがわかる。善または“秩
序にして善”のキャラクターはみな、この効果を感じ取ることができ
る。パーティ内の属性が善または “秩序にして善” のキャラクターは
みな、難易度8の〈持久力〉判定を行なわねばならない。判定に失敗し
た者はよろめいて動きを止め、そのキャラクター自身の次のターン
の終了時まで朦朧状態になる。キャラクターの誰かが朦朧状態に
なったなら、教団員たちは攻撃をしかけてくる。

兵舎
　祈りの間の先には、右手に閉じた扉とこれを守って立つ番人が2人、
左手に生活と睡眠のための区画が見える。

　PCたちが番人に近づいたなら以下を読み上げること：
　左手には、床に作りつけの寝台が並んでおり、兵舎のようなつくり
になっています。寝台には教団員が何人か眠っています。前方右手
には2人の番人が立っていて、あなたがたの近づくのに、警戒の目を
向けています。2人ともチェインメイルを着てハルバードを持って
います。2人の番人の間にある扉には、赤と黒の印がいくつも描きこ
んであります。
　近いほうの番人が会釈して言います。「私がティモネンだ。よく
来てくれた。“われらの従う主”に讃えあれ。して、君たちは誰に遣わ
されてやって来たのかね」

　PCたちが兵舎を見渡せる位置に来たなら以下を読み上げること：
　つながりあった2つの部屋に、作りつけの寝台が並んでおり、そこ
に4人の教団員が眠っています。それぞれの寝台の足元には身の回
りの品を入れる小さなトランクがあります。奥の部屋の奥の壁ぎわ
に積み上がった枠箱や樽には、どれも運送業者ウィンデルの印がつ
いています。

　番人2人は混沌教団が砦の外でどんな活動をしているか、ほとんど
知らない。難易度9の〈はったり〉判定に成功しさえすれば、そこそこ
もっともらしい話をデッチ上げて彼らをごまかすことができる。最
初の判定に失敗しても、一行はもう一度だけ試みることができる（難
易度13の〈はったり〉判定）。

　一行が番人をごまかし通したなら、以下を読み上げること：
　ティモネンはもう一度会釈して、「では、首領の部屋はここだ。ノッ
クするがいい。だが、首領のお許しがあるまでは、中には入らないこ
とだ――正気を保っていたいならな」

レアスの儀式
　ノックがあった数秒後、レアスの部屋に通じる扉の向うから、大き
な低い声が響いてくる。「入れ！」

　冒険者たちが入ったなら以下を読み上げること：
　このダンジョンの例にもれず、この部屋の壁にも、たくさんの赤と
黒の印が描いてあります。向うの壁ぎわに寝台と衣装戸棚があり、
衣装戸棚の姿見が、部屋にふみこむあなたがたの姿をうつしていま
す。入口近くの水盤には、水ではなく銀色の炎が燃えています。炎
はまったく熱を発さず、ただ光だけを放っています。そして大きな
じゅうたんが水盤より先の床を覆っています。
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麗しのレアス
遭遇レベル4

セットアップ
“麗しの”レアス（L）
ティモネンとアーサス、町の衛兵（G）
闇の教団員（人間のならず者）8体（H）

　冒険者たちがレアスの儀式の途中または後で攻撃をしかけたなら
ば、レアスの魔法によって、音はレアスの部屋から外へは洩れない。
そのため番人その他の教団員はレアスの部屋での戦いには気づかぬ
ままである（ただしレアスは1回のマイナー・アクションによってこ
の効果を終了させることができる）。

このエリアの特徴
明るさ：松明がエリア全体に“明るい”光を放っている。
寝台：2部屋の生活区画の、床に作りつけたベッドはどれも “移動困
難な地形”である。
水盤：レアスは自分のターンに1回の標準アクションとして水盤の
銀色の火に激しい冷気を放射させることができる。もしそうしたな
ら、混沌教団に属さぬクリーチャーは、水盤から2マス以内で自分の
ターンを開始するたび5の［冷気］ダメージを受ける。

“麗しの” レアス（L）	 レベル 4　精鋭　制御役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：104；重傷値：52	 イニシアチブ：＋2
AC18、頑健16、反応15、意志17	 〈知覚〉＋9
移動速度：5
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
標準アクション
m セプター／権杖（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d8＋3ダメージ、目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。
　　セーヴ失敗・1回目：目標は幻惑状態の代わりに、レアスの次のターン
終了時まで朦朧状態となる。

C コマンド／命令（［精神］、［装具］、［魅了］）◆無限回
　攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内の敵すべて）；＋7対“意志”
　ヒット：1d8＋6［精神］ダメージ、レアスは目標を2マスまで横滑りさせる。

C フィアフル・エディクト／おぞましき布告（［恐怖］、［精神］、［装具］）◆遭遇
毎
　攻撃：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内の敵すべて）；＋7対“意志”
　ヒット：2d8＋6［精神］ダメージ、目標はフリー・アクションとしてレアスから
離れるように自身の移動速度分だけ移動し、その後に倒れて伏せ状態となる。

トリガー型のアクション
ウーンデッド・カース／手負いの呪い◆遭遇毎
　トリガー：レアスが初めて重傷になる。
　効果（即応・対応）：レアスはフィアフル・エディクトの使用回数を回復し、
即座にそれを使用する。

技能：〈宗教〉＋8、〈はったり〉＋11、〈魔法学〉＋8
【筋】16（＋5）	 【敏】11（＋2）	 【判】14（＋4）
【耐】12（＋3）	 【知】13（＋3）	 【魅】18（＋6）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語
装備品：プレート・アーマー、ライト・シールド、セプター、スクロール・オヴ・フ

ァイナル・ワーズ

町の衛兵（G）×2	 レベル 3	兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：47；重傷値：23	 イニシアチブ：＋5
AC19、頑健16、反応15、意志14	 〈知覚〉＋6
移動速度：5
標準アクション
m ハルバード（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：1d10＋5ダメージ、目標はこの衛兵の次のターン終了時まで“マーク
された状態”となる。

r クロスボウ（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：1d8＋5ダメージ。

M パワフル・ストライク／力強い打撃（［武器］）◆再チャージ 5 6
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：2d10＋5ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。

トリガー型のアクション
M インターシーディング・ストライク／割込打撃（［武器］）◆無限回
　トリガー：この衛兵にマークされているクリーチャーが、この衛兵を目標に含
まない攻撃を行なう。
　攻撃（即応・割込）：近接・2（トリガーを発生させた敵）；＋8対AC
　ヒット：1d10＋5ダメージ。
技能：〈事情通〉＋7
【筋】16（＋4）	 【敏】14（＋3）	 【判】11（＋1）
【耐】15（＋3）	 【知】10（＋1）	 【魅】12（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：チェインメイル、ハルバード、クロスボウ、ボルト×20

H G

G

L
H

H

H H

H
H

H
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人間のならず者（H）×8	 レベル 2　雑魚　兵士役
中型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋3
AC15、頑健13、反応11、意志11	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
モブ・ルール／数だのみ
人間のならず者は、自分から5マス以内に少なくとも2体以上他の人間のならず
者がいる場合、すべての防御値に＋2のパワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m クラブ（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：5ダメージ。

【筋】14（＋3）	 【敏】11（＋1）	 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）	 【知】9（±0）	 【魅】13（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：クラブ

戦術
　レアスは手下に近接戦闘を行なわせ、自分はその間に遠くからコ
マンドを使って敵を吹き飛ばそうとする。それでも近接戦闘を強い
られたなら、敵をセプターで打つか、フィアフル・エディクトで戦い
から退ける。
　眠っていた教団員たちは、戦いの物音を聞きしだい跳ね起き、次の
ラウンドには乱戦に突入する。彼らはレアスに従いつく者であり、
首領に対する恐怖と、破壊の衝動のみに動かされている。教団員は
近接戦闘のただなかに留まり、その位置を守って死ぬまで戦う。

結末
　冒険者たちがレアスの儀式を見る前に教団員との戦闘になった場
合、レアスの部屋にある手記や巻物から、狼蜘蛛のミスカとホメル・
レーン攻撃計画についての情報は得られる。難易度19の〈宗教〉また
は〈歴史〉判定に成功すればミスカに関する物語を、『冒険の背景』

（P.3）にある通りに知っていることになる。
　レアスのベルトに取り付けた巻物入れには、ミスカにゆかりある
強力な魔法の品、スクロール・オヴ・ファイナル・ワーズが入って
いる。冒険者たちはこの巻物が邪悪な力を放っていることに気づく。
これを破壊しようとする試みはすべて失敗する。この巻物は最終
セッションで “この世界” とミスカの閉じ込められている次元界との
つながりを閉ざすために必要となるアイテムの1つである。
　レアスと手下たちが敗れたなら、PCたちは勝利者としてホメル・
レーンに戻ることができる。

次のセッション
　『混沌教団』の章を終えた今、DMは次にどの章をプレイするかを
決めねばならない。P.9の『冒険の進め方』およびP.11の『ホメル・レー
ン』を元に決定を下すこと。

スクロール・オヴ・ファイナル・ワーズ
Scroll of Final Words／最後の言葉の巻物 レベル3　レア
この巻物には宗教的な文句が記してある。それは着用者の宗教的、魔法的立場
によって異なる文章となる。
強化ボーナス：攻撃ロールおよびダメージ・ロール
クリティカル：＋1d8ダメージ
特性
◆	この巻物は＋1の装具であり、オーブ、スタッフ、聖印、トウム、ロッド、ワ
ンドのうち任意の1つとして機能する。
◆	使用者はすべての“修得済み”でない技能ロールに＋1アイテム・ボー
ナスを得る。
汎用パワー◆	［一日毎］（フリー・アクション）
　トリガー：使用者がレベル3以下の遭遇毎パワーを使用してすべての
目標に対してミスする。
　効果：そのパワーの使用回数は消費されない。
汎用パワー◆	［遭遇毎］（マイナー・アクション）
　効果：使用者は現在の自分のターン終了時までに行なう1回のd20
ロールに＋1のアイテム・ボーナスを得る。
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 第3章：這いずる神の教団
　ホメル・レーンの村人たちが次々と行方不明になっていく怪事件
の背後には、禍々しき這いずる神の教団の影があった。ホメル・レー
ンから南に数時間の位置に広がる底なし沼の奥深くにスピリット・
ナーガが巣を構え、神になりすまして信仰を集めようとしているの
だ。数多くの村人たちがこのナーガの魅了の力に犯され、ナーガに
隷属させられている。そしてこの教団による誘拐事件は増加する一
方である。

金麦亭
　ホメル・レーンの金麦亭は、村内に2つある這いずる神の教団の拠
点の1つである。この宿屋はスピリット・ナーガに魅了されて隷属
者となったカルト員たちの夜の集会場であり、何も知らない村人や
偶然この村を通りかかった旅人たちが夜の宿屋の中で次々と行方不
明になっている。
　このセッションは本アドベンチャーの『這いずる神の教団』セク
ションの最初のパートである。PCたちはおそらく、ホメル・レーン
での村人失踪事件を調査するために金麦亭を訪れる。そして神隠し
と金麦亭との謎めいた関連性を見出すことになるだろう。

ここまでの展開
　冒険者たちが行方不明になった大工の子供を探して金麦亭を訪れ
た場合（ホメル・レーンのエリア3参照）、PCたちがこの事件につい
て調べたはずの情報を再度まとめなおし、子供たちがいなくってか
ら大工とその妻が金麦亭に入り浸っていることを説明する。
　冒険者たちが革細工職人のランソン・クロートとその妻サイラの
誘拐事件を追って金麦亭にたどり着いた場合、プレイヤーたちに事
件の詳細を再度説明し（ホメル・レーンのエリア6および、P.10の『行
方不明の革細工職人』を参照のこと）、この夫婦が最後に目撃された
のは金麦亭であったことを説明する。
　PCたちが廃墟と化したほがらか娘亭の地下での追加の遭遇を経験
している場合、彼らは金麦亭と“秩序をもたらす者”の寺院を結ぶ秘密
トンネルを発見した後に金麦亭を訪れることになるだろう。この宿
屋にまつわる怪事件に関してPCたちが耳にしている可能性のあるそ
の他の情報も説明すること。
　PCたちが他の調査の一部として金麦亭を訪れ、そこからこのパー
トにつながったという場合、これまでの一連の出来事の推移を要約
して説明すること。
　上記以外の場所やイベントを通じてPCたちをこの宿屋に来させた
場合は、このセッションの開始時にそれらの場所やイベントに関す
る情報を要約して説明すること。

宿屋にて
　PCたちがまだ金麦亭に着いていない場合、ホメル・レーンのエリ
ア20の描写（P.19）を用いて最初のシーンを演出すること。以下の読
み上げ文は、PCたちが宿の主バートラム・べスウィルとすでに会っ
たことがあり、冒険者たちが這いずる神の教団に関して聞き込みや
調査を行なっていることにバートラムが気を揉んでいることを前提
にしている。PCたちがこれまでにこの宿を訪れたことがない場合は、
必要に応じて読み上げ文の内容を修正すること。

以下の文章を読み上げること：
金麦亭には今晩も多くの客がいますが、なぜか皆ひっそりと静まり
返っています。バー・カウンターの後ろで背筋をぴんと伸ばして立っ
ているのが宿の店主であるバートラム・べスウィルです。店主は皆
さんに視線を向けてから、場の雰囲気を盛り上げようと声を張り上
げます。
　「まあ聞いてくれ。俺はこの金麦亭でどんな宴会にも勝る大宴会
が開かれていた日のことを今でも覚えてる。お前さんたちが “旧き
信仰”を守っていようが、“秩序をもたらす者”を崇めていようが、こ
こじゃあ関係ねえ。好きなだけジョッキを空けて、真面目に丸一日
働いた稼ぎをもとにパーッとやってくれ。あの幸せな日々のことを
思い出そうじゃないか。“オールド63” を全員に一杯ずつおごってや
らあ！」
　部屋中で歓声が上がり、客たちは椅子から跳び上がってカウン
ターに向かいます。店主は皆に酒を振舞いながら話し続けています。

「飲み勝負もあるぞ、ダーツもあるぞ。新入りさん方、“小さな巨人”
ジャーティと腕相撲はどうだい？　デレク、得意のリュートで酒飲
み歌を頼む。エルネスト、オークどもにとっ捕まった時の刺青を見
せてくれよ。生きるに値する人生ってのはこうでなくちゃな！」

　金麦亭の客たちはめいめい好きなやり方で宴を楽しみ始め、PCた
ちにも誘いの声がかかる。誰も誘いに乗ろうとしない場合、バート
ラムは冒険者の袖を引っ張って以下のようにささやきかける。

「まあ聞いてくれ。尋ねたいことがあるんだろ。後でどんな質問で
も答えてやるから、ちょいとばかり手を貸してくれ。こう、馬鹿騒ぎ
を起こして場を盛り上げてな、俺やあんた方に敵意を持ってる奴の
目をごまかしてほしいんだ。約束する。あんた方が知りたいことこ
とは全部話すよ」

　バートラムは何も嘘をついていない。ただし、難易度20の〈看破〉
判定に成功すれば、彼が冒険者たちの利益を第一に考えているわけ
ではないことが分かる。

突発的な宴会
　金麦亭で突然始まった宴会は、冒険者たちを泥酔させて前後不覚
に陥らせ、地下室に捕らえようというバートラムの企みである。そ
して客たちのほとんどは這いずる神の教団の一員である。以下のイ
ベントは、冒険者たちが宴に参加しようがしまいが自動的に発生す
る。それぞれのキャラクターが同時刻に別々のイベントに参加する
ことも可能である。

一本道シナリオとしてプレイする場合
　このセッションはこの直後にプレイすべき『“秩序をもたらす者”
の寺院』と直につながっている。詳しくはP.34の『次のセッション』
を見よ。
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腕相撲
　“小さな巨人”ジャーティは、身長こそ5フィート（約152cm）に満た
ないが、全身が筋肉の塊の雇われ農婦である。村人たちが言うこと
には、ジャーティは他の農夫たちを干草の束でも投げるかのように
投げ飛ばせるのだという。
　ジャーティは腕相撲で一度も負けたことがなく、チャンピオンの
証である＋1ダガー――かつては彼女の母 “小さな巨人” シャーリー
が持っていたもの――を保持し続けている。ジャーティは武器を持
ち歩いている強そうなPCを対戦相手に選び、勝者総取りの賭け金と
して25gp出すよう要求する。
　腕相撲を始めるにあたり、ジャーティはまず対戦相手の手を自分
に都合のよい位置で掴もうとする。彼女の〈威圧〉判定に対抗して
キャラクターも〈威圧〉判定を行なうこと。ジャーティの〈威圧〉判定
修正値は＋8である。この判定に勝ったキャラクターは腕相撲にお
ける1回目の【筋力】判定に＋2ボーナスを得る。
　腕相撲の各勝負において、参加者は【筋力】の対抗判定を行なう。
ジャーティの【筋力】判定修正値は＋3である。先に2回勝利した者が
勝者となる。
　ジャーティが勝利した場合、敗北したキャラクターは筋を痛める。
その後初めて戦闘が発生した際、そのキャラクターは［武器］攻撃
ロールに－2のペナルティを被る（セーヴ・終了）。
　ジャーティが敗北した場合、彼女は＋1ダガーを差し出し、怒りに
燃えて宿を立ち去る。地下室での戦闘から人間のならず者を1体減
らすこと。

飲み勝負
　バートラムが振舞う“オールド63”とは、コーン・ウィスキーとジャ
ガイモのウォッカをブレンドし、微量のハチミツで味を整えたもの
である。飲み勝負の優勝者には店主から10gpの賞金が出ることに
なっている。
　任意の数のキャラクターが飲み勝負に参加できる。参加するキャ
ラクターはまず、1杯目を飲み干すために難易度8の〈持久力〉判定を
行なう。以後同じ判定を繰り返すが、難易度は1杯ごとに2ずつ上昇
する（2杯目は10、3杯目は12、以下同様）。この勝負に参加する村人
は2人であり（うち1人は教団員）、どちらも＋5の判定修正値で〈持久
力〉判定を行なう。
　1回でも判定に失敗した者は勝負から脱落する。戦闘が発生した
時、この判定に失敗したキャラクターはすべての防御値に－2ペナル
ティを受ける（セーヴ・終了）。
　勝負に参加していた教団員が判定に失敗したなら、彼は勝負から
脱落して酔い潰れる。地下室での戦闘から人間のならず者を1体減
らすこと。
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ダーツ勝負
　ホメル・レーンのダーツ投げチャンピオンはスヴェンナ・“トリッ
プ”・カーゼンという女性である。彼女は武器を持ち歩いているキャ
ラクターに勝負を申し込み、10gpまでの賭け試合に応じる。
　このダーツ勝負は交互に3本ずつのダーツを投げ、合計得点の高い
方が勝つというものだ。1本のダーツを投げるのは1回の攻撃ロール
であり、【敏捷力】修正値にダーツの習熟ボーナス＋2を加えた判定
修正値で行なう。トリップの【敏捷力】修正値は＋4であるから、彼女
の判定修正値は＋6になる。攻撃ロールの結果が15〜20の場合、2
倍の得点が入る。21以上の場合は3倍の得点が入る。3回の得点を
合計して勝敗を決めること。

（訳注：このダーツの得点に関して、原文は記述が不足している。本
物のダーツ競技のような複雑な得点システムを再現するのは難しい
ので、攻撃ロールの結果が1〜14で1点、15〜20で2点、21以上で3
点という処理をお勧めする）
　ダーツの的のすぐ前の床に、地下室の隠し部屋に通じる落とし戸
がある。的の“1のトリプル”に矢が当たると、落とし戸が開く。PCが
ダーツ勝負での攻撃ロールで1の目を出したなら、偶然 “1のトリプ
ル”に矢が刺さり、落とし戸を作動させてしまう。扉は上に誰もいな
いまま下向きに開き、すぐに閉じる。
　冒険者が3本目を投げ終え、矢を回収するために的の前に移動した
瞬間、トリップはダーツを投げて落とし戸を作動させようとする。
トリップの攻撃ロールの結果が21以上なら、矢は“1のトリプル”に命
中し、落とし戸が開く。キャラクターは落とし戸を通って地下の隠
し部屋に落下し、ほんの2秒後に落とし戸が元の位置に戻る。
　落とし戸から落下したキャラクターは1d10ダメージを受ける。
他のキャラクターのうち、他のイベントに参加していない者はみな、
仲間が落とされた瞬間を目撃する。それ以外のキャラクターは難易
度13の〈知覚〉判定を行なって成功すれば、ダーツを投げていたキャ
ラクターが突然消えたことに気づく。失敗したキャラクターは自分
が参加していたイベントが終了するまで仲間が消えたことに気づか
ない。トリップを問い詰めると、彼女は「あの人ならトイレに行った
みたいだけど？」ととぼける。

エルネストの刺青
　エルネストはごく普通の雇われ農夫である。彼は酔っ払うたび、
オークの部族に捕まっていた時の話を語りたがる。彼は徐々にオー
クたちに受け入れられ、背中に大きな刺青を与えられた。エルネス
トは教団とは無関係だが、彼の振る舞いはどことなく怪しい。彼は
恥ずかしがり屋なので、皆の前で刺青を見せようとはしない。刺青
を見たいならば彼と2人きりにならねばならない。
　キャラクターが刺青に興味を示した場合、エルネストは「他の奴ら
に見られたくないから台所に行こう」と主張する。だが台所では、宴
会場からは見えない位置で、バートラムに雇われた4人の従業員（人
間のならず者）が働いている。刺青を見ようとしたキャラクターの
受動〈知覚〉が13以上なら、そのキャラクターは人間のならず者たち
が今にも襲いかかろうとしていることに気づく。気づかなかった
キャラクターは不意を討たれる。キャラクターが攻撃に気づいて警
告を発しない限り、エルネストも不意を討たれる。人間のならず者
の1人は最初の攻撃でエルネストを気絶させる。
　人間のならず者たちが他のPCに気づかれることなく孤立した冒険
者を打ち倒した場合、その冒険者とエルネストは捕虜にされ、“秩序

をもたらす者” の寺院に運ぶためにまず地下室に送られる。他の冒
険者たちが地下室を調べると、隠し部屋の中で気絶した冒険者およ
びエルネストが見つかる。
　冒険者がこの戦闘に勝利した場合、地下室での戦闘から人間のな
らず者を2体減らすこと。

宿屋での戦闘
　（おそらくキャラクターがダーツ勝負または台所で行方不明に
なった際に）宿の中で戦闘が発生した場合、バートラムとその仲間た
ちは防御的に戦う。教団に所属していない村人が一目散に逃げ出す
のに対して、店主および人間のならず者たちは戦いながら地下室へ
撤退し、ブリーワグの支援を受けようとする。次ページの『宿屋での
戦い』に進め。

地下室へ
　宿屋において戦闘につながるような事件が何も起きなかった場合、
バートラムはPCたちを地下室に誘い込もうとする。彼がPCたちに
宴会に加わるよう頼まざるを得なかった場合、彼は再びPCたちに近
づいてくる。

バートラムが行動を開始した時点で、以下の文章を読み上げること：
お盆を手にした店主が人ごみをすり抜けて皆さんに近づき、耳元で
そっとささやきます。
　「後ろの階段を下って地下室に降りてくれ」彼は緊張した声でいい
ます。「あんた方が知りたがってることはそこで話す。ここだと誰
に見られるか分からんからな。ちょっと後で俺も行くから」

冒険者たちが地下室に下りたなら、以下の文章を読み上げること：
大きな地下室の湿った石壁沿いに木の箱や樽がたくさん積み上げら
れています。その中でもひときわ大きな山の影に、別の部屋に通じ
る通路が隠されていました。

　隠し部屋に入るために箱をどかすのは、冒険者たちならあっとい
う間に終わる作業だ。

隠し部屋への道が開いたなら以下の文章を読み上げること：
山と積まれた箱の奥の部屋では、鉄製の手枷足枷が床と壁にボルトで
固定されています。皆さんが入ってきた通路から部屋を挟んで反対
側の壁には大きな横開きの扉があり、今は閉まっています。部屋の真
ん中には机があって、その上にはトランプと台帳のようなものが置か
れています。台帳の中身は名簿になっていて、いくつかの名前はバツ
印や○印がついています。

　地下室の隠し部屋に入ってきた者は合言葉を口にすることになっ
ている。横開きの扉の奥のトンネルに潜んでいるブリーワグたちは、
合言葉が聞こえない場合、および誰かが落とし戸から落ちてきたの
が聞こえた場合、一斉に部屋に飛び込んで部屋の中にいるクリー
チャー全員を打ち倒そうとする。
　バートラムは冒険者たちが隠し部屋を見つけたであろうタイミン
グを見計らい、教団の同志を引き連れて階段を降りてきてPCたちを
捕らえようとする。
　『宿屋での戦い』に進め。
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普通の山賊（B）	 レベル 2　遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：37；重傷値：18	 イニシアチブ：＋6
AC16、頑健12、反応14、意志12	 〈知覚〉＋1
移動速度：6
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
この山賊は自分が戦術的優位を得ているすべてのクリーチャーに対して1d6の
追加ダメージを与える。

標準アクション
m メイス（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：1d8＋5ダメージ、この山賊は1マスのシフトを行なえる。

r ダガー（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：1d4＋5ダメージ、この山賊は1マスのシフトを行なえる。

M デイジング・ストライク／幻惑打撃（［武器］）◆再チャージ：この攻撃がミスし
た時
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：1d8＋5ダメージ、目標はこの山賊の次のターンの終了時まで幻惑
状態となる。
　効果：この山賊は1マスのシフトを行なえる。

技能：〈隠密〉＋9、〈事情通〉＋7、〈盗賊〉＋9
【筋】12（＋2）	 【敏】17（＋4）	 【判】11（＋1）
【耐】13（＋2）	 【知】10（＋1）	 【魅】12（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、メイス、ダガー×4

人間のならず者（H）×6	 レベル 2　雑魚　兵士役
中型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋3
AC15、頑健13、反応11、意志11	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
モブ・ルール／数だのみ
人間のならず者は、自分から5マス以内に少なくとも2体以上他の人間のならず
者がいる場合、すべての防御値に＋2のパワー・ボーナスを得る。

標準アクション
m クラブ（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：5ダメージ。

【筋】14（＋3）	 【敏】11（＋1）	 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）	 【知】9（±0）	 【魅】13（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：クラブ

このエリアの特徴
　明るさ：どちらの地下室もランタンによる “明るい” 光に照らされ
ている。
　箱、椅子、樽：これらのマスは移動困難な地形である。
　机：机の上に飛び上がるのは1マス多い移動と数える。

宿屋での戦い
遭遇レベル2

セットアップ
デレク・デスレイ（腕利きの暗殺者）（A）
バートラム・べスウィル（普通の山賊）（C）
ブリーワグの暴れん坊（B） 2体
人間のならず者（G） 6体

戦術
　バートラムとデレクはブリーワグの攻撃とタイミングを合わせて
冒険者たちの後から階段を下りてくる。最初のラウンド、この2人は
遠隔攻撃を行なう。次のラウンドからは前線に出て同じPCを挟撃し、
戦術的優位を得ようとする。この2人の教団員は1体の敵を集中攻撃
して素早く無力化することに長けており、1人目を気絶させたなら
次の相手に向かう。
　人間のならず者の半分は最初のラウンドにバートラムとデレクに
従って近接戦闘に入り、残り半分は次のラウンドに登場する。彼ら
はモブ・ルールの防御的利益を得るためになるべく固まって戦おう
とする。

腕利きの暗殺者（A）	 レベル 4　遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：54；重傷値：27	 イニシアチブ：＋7
AC18、頑健16、反応16、意志15	 〈知覚〉＋4
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d8＋3ダメージ、さらに目標が戦術的優位をこの暗殺者に与えてい
るなら、その目標は継続的ダメージ5を受ける。（セーヴ・終了）。

r クロスボウ（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d8＋3ダメージ

M ノー・エスケープ／逃がしはしない（［武器］）◆再チャージ 5 6
　攻撃：近接1	（この暗殺者に戦術的優位を与えているクリーチャー1体）；
＋9対AC
　ヒット：2d8＋3ダメージ、目標は減速状態（セーヴ・終了）になり、倒れて伏
せ状態となる。

マイナー・アクション
フランキング・ステップ／挟撃への一歩◆無限回
　効果：このアサシンは敵を挟撃できる場所へと1マスのシフトを行なえる。

技能：〈運動〉＋10、〈隠密〉＋10、〈はったり〉＋8
【筋】16（＋5）	 【敏】17（＋5）	 【判】14（＋4）
【耐】14（＋4）	 【知】13（＋3）	 【魅】13（＋3）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ロングソード、クロスボウ、ボルト×10

捕虜
　冒険者たちが敗北しても、殺されることはない。彼らは価値ある
捕虜として這いずる神の洞窟に運ばれる。次ページの『次のセッ
ション』の項を見よ。
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ブリーワグの暴れん坊（B）×2	 レベル 1　暴れ役
中型・自然・人型（水棲）
hp：34；重傷値：17	 イニシアチブ：＋2
AC13、頑健14、反応13、意志11	 〈知覚〉±0
移動速度：6、水泳4
特徴
Oランシッド・エア／立ちこめる悪臭（［毒］）◆オーラ2
このオーラ内で回復力を消費した敵は、自身の次のターンの終了時まで“弱体
化状態”となる。

アクアティック／水棲
ブリーワグは水中で呼吸ができる。水中での戦闘において、（水棲）でないクリ
ーチャーに対しては、攻撃ロールに＋2ボーナスを得る。

ネイチャーズ・リリース／大自然の報酬（［回復］）
ブリーワグの暴れん坊に対してクリティカル・ヒットを与えた攻撃者は、3ヒット・
ポイントを回復する。

スワンプ・ウォーク／沼渡り
ブリーワグは泥や浅い水地による移動困難地形を無視する。
標準アクション
m スピア（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
　ヒット：2d8＋2ダメージ、伏せ状態の目標に対しては追加ダメージ1d6。

M ブリーワグ・ラッシュ／ブリーワグの殺到◆再チャージ 5 6
　必要条件：突撃時の近接基礎攻撃の代わりにのみ使用可。
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“頑健”
　ヒット：3d6＋6ダメージ、伏せ状態の目標に対しては追加ダメージ1d6、さ
らに目標は伏せ状態となる。
　ミス：このブリーワグの暴れん坊は3ダメージを受け、伏せ状態となる。
技能：〈運動〉＋8
【筋】16（＋3）	 【敏】14（＋2）	 【判】10（±0）
【耐】14（＋2）	 【知】6（－2）	 【魅】8（－1）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、始原語
装備品：レザー・アーマー、スピア

結末
　戦闘終了後、冒険者たちはこの宿における教団の暗躍の全貌を知
ることになる。
　エルネスト：エルネストが生き残っている場合、彼は意図せずして
冒険者たちへの攻撃を手助けしてしまったことに恥じ入る。彼は謝
罪の証としてオークの酋長から貰った贈り物を冒険者たちに差し出
す。それはポーション・オヴ・クラリティ（5レベル）である。
　台帳：この台帳にはトンネルを通って運ばれた人々の名前が記さ
れている。名前に何の印もついていない者は今もナーガのところに
いる。バツ印が付けられた者は殺されてナーガに食われた。○印が
付いている者はナーガに魅了されて教団員として活動している。教
団員でない村人ならば誰でも、この名簿の誰と誰が行方不明になっ
た村人なのかを指摘できる。
　隠しトンネル：車輪の痕跡から見て、宿屋の地下のトンネルが最近
ひんぱんに使われていることは明らかである。このトンネルはほが
らか娘亭の地下を通り（ここでの追加の遭遇に関してはホメル・レー
ンのエリア7を参照のこと）、その先で分岐して2つの場所に通じて
いる。
　1つ目の行き先は “秩序をもたらす者” の寺院の地下の鉄製の扉で
あるが、PCたちにはこの扉の向こう側がどこに通じているのか分か
らないだろう。この扉は丈夫なつくりで、向こう側からかんぬきが
かけられているため、破壊したり打ち壊したりすることは不可能で
ある。

　2つ目の行き先は “秩序をもたらす者” の寺院の入り口近くの地面
に設置された落とし戸である。このトンネルを通った者は誰でも、
これが寺院と金麦亭を秘密裏に行き来するために作られたのだと容
易に推測できるだろう。

次のセッション
　冒険者たちはこのセッションを終えた時点で、“秩序をもたらす者”
の寺院に通じる隠しトンネルに進めるようになっているはずだ。次
の『“秩序をもたらす者”の寺院』に進め。
　冒険者たちがこの戦闘で敗北した場合でも、すべてがおしまいと
いうわけではない。カルト員たちは強いPCたちが這いずる神にとっ
て価値ある存在であることを知っており、PCたちを生け捕りにして
スピリット・ナーガの巣に連れて行こうとする。『這いずる神の洞窟』
に進め。そこでPCたちに脱出の機会が訪れるだろう。その後で『“秩
序をもたらす者”の寺院』に進むこと。この場合、PCたちはホメル・レー
ンにおける教団の最後の拠点を叩き潰すという決意を固めて寺院に
赴くことになる。

B
B

A

G
G C

G
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 “秩序をもたらす者”の寺院
　このセッションは本アドベンチャーの『這いずる神の教団』セク
ションの2つ目のパートである。PCたちはおそらく、金麦亭の地下
室から隠しトンネルを通ってここにやってくることになるだろう。

ここまでの展開
　『金麦亭』のページを見て、PCたちが宿の地下で何を発見したのか、
そしてその後に起きた教団員の襲撃の顛末についてあらましを説明
すること。冒険者たちはこの地下室で、ホメル・レーンでの村人失
踪事件が計画的な誘拐の結果であることを示す名簿を見つけた。そ
して、宿屋と寺院を結ぶ隠しトンネルが頻繁に使われていたことに
も気づいた。
　冒険者たちが『金麦亭』で敗北して捕虜にされていた場合、彼らは
おそらく『這いずる神の洞窟』での戦いを終えた後にここに来ること
になるだろう。洞窟での戦いと、スピリット・ナーガの巣穴からの
必死の脱出行、それにナーガの虜囚たちから聞いた、“秩序をもたら
す者”の寺院の地下の社で教団に捕まった時の様子を、まとめて説明
すること。
　上記以外の場所やイベントを通じてPCたちをこの宿屋に来させた
場合は、このセッションの開始時にそれらの場所やイベントに関す
る情報を要約して説明すること。

寺院への進入
　冒険者たちには寺院地下の扉を打ち壊すことができないので、彼
らは屋外の出口から一旦地上に出て、正面から寺院に入ることにな
るはずである。夜の間は扉にかんぬきが下りているため、中に入り
たければ門をノックし続けるしかない。
　冒険者たちが寺院に向かったのが昼間であれ夜であれ、彼らは寺
院の玄関口で侍祭のユフィーマ修道女に会うことになる。PCたちが
憑依されたムーンブルック卿を助けるために寺院を訪れたことがあ
るなら、ユフィーマのこともすでに知っているだろう。そうでない
場合、必要に応じて以下の読み上げ文および本セッションのセット
アップ内容を修正すること。

以下の文章を読み上げること：
ユフィーマ修道女は皆さんに歓迎の挨拶をしてから問いかけてきま
す。「こちらに何か御用ですか？　調査の進み具合はいかがでしょ
う？」

　冒険者たちが地下室を見せてくれと言ったり、寺院の地下に通じ
るトンネルのことを口にしたなら、ユフィーマは困惑した表情を浮
かべる。寺院の地下には秩序をもたらす者の社と瞑想用の個室がい
くつかあるのだが、最近デヴィ師が立ち入り禁止の命令を出したの
だ。先月、地下の祈祷室を借りて長期間の瞑想を行なうために遥か
遠方の修道院から修道士たちがやってきたのだという。PCたちが問
い詰めると、ユフィーマは「私はその修道士を1人も見ていませんが、
デヴィ師のおっしゃられたことを疑う理由もありません」と言う。
ユフィーマは教団と無関係であり、嘘はついていない。

冒険者たちが執拗に要求したなら、以下の文章を読み上げること：
ユフィーマ修道女は明らかに狼狽した様子で、皆さんに修道士の邪
魔をしないよう頼みます。「どうしてもとおっしゃられるのであれば、
まず司祭のデヴィ師に話を通してください。彼女は2階でムーンブ
ルック卿のために祈っておられます」

　冒険者たちがデヴィと話をすることに同意したなら、ユフィーマ
は彼らを寺院の2階に案内する。次の『死せるパラディン』に進め。冒
険者たちが地下室に入らせろと言い張る場合、ユフィーマは涙を浮
かべてPCたちを止めようとする。ユフィーマの助けがなくとも、地
下室の入り口を見つけるのは簡単である。

PCたちが地下室に近づいた時点で、以下の文章を読み上げること：
扉を開けた先は螺旋階段になっていて、暗闇の中へと下っています。

　次ページの『堕落した司祭たち』に進め。

死せるパラディン
　ムーンブルック卿の部屋を訪れたPCたちは、陰惨な光景を目にす
ることになる。

PCたちが部屋に入った時点で以下の文章を読み上げること：
この部屋の扉は開きっぱなしになっています。真紅に染まったシー
ツの上にムーンブルック卿が横たわっているのが見えます。赤いの
はおそらく、パラディン自身の血液でしょう。彼は寝巻しか身につ
けておらず、その寝巻も血で真っ赤に染まり、布地の裂け目から見る
に耐えない傷跡がのぞいています。むごたらしい最期を迎えたはず
なのに、ムーンブルック卿の顔には穏やかな笑みが浮かんでおり、
濁った瞳は遥か遠くを見つめているかのようです。
　ユフィーマの顔は真っ青になり、かすかな悲鳴をあげて、気を失う
寸前の様子で壁にもたれかかっています。

　冒険者たちが部屋の中を調べると、ベッドの脇にムーンブルック
卿が遺したダイイング・メッセージ――彼自身の血で書かれた文字
が見つかる。

ヨム　ウシロカ

　ユフィーマ修道女はパニックになっており、パラディンの身に何
が起きたのか見当もつかないでいる。彼女は喜んでPCたちを地下室
に案内する。

PCたちが地下室に近づいた時点で、以下の文章を読み上げること：
ユフィーマは扉を開け、その先にある下りの螺旋階段を指差して「こ
ちらです」と言います。彼女の顔は真っ青で、声もかすれています。

「地下室は階段を下りた先です」

　冒険者たちが地下室に通じる階段を降りたなら、次ページの『堕落
した司祭たち』に進め。

一本道シナリオとしてプレイする場合
　このセッションはこの直後にプレイすべき『這いずる神の洞窟』
と直につながっている。詳しくはP.38の『次のセッション』を見よ。
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堕落した司祭たち
遭遇レベル3

セットアップ
デヴィ司祭（D）
アブラモとフィラ、ワイトの屍術士（W）
ブリーワグ（B） 3体
ガラス（G）

　“秩序をもたらす者” の寺院の地下に通じる螺旋階段を下った先に
は、這いずる神の教団に囚われてスピリット・ナーガの巣に運ばれ
るのを待っている捕虜たちがいる。

戦闘遭遇を始める準備が整ったなら、以下の文章を読み上げること：
螺旋階段を下りた先は広い石造りの部屋になっていて、一方の壁沿
いには“秩序をもたらす者”をまつった社が2つ並んでいます。ただし、
“秩序をもたらす者” の聖印である交差した剣があるべき場所には、
ミイラ化した蛇が2匹ぶらさがっています。2つの社の間には木製の
棚があり、書物、瓶、宗教的なアーティファクトめいたものが並んで
います。
　手前の社の前ではフィラ修道女がひざまずいており、奥の社では
アブラモ修道士が祈りを捧げています。アブラモの隣には蛙と見ま
ごうほどに背が低く肥え太ったヒューマンの男性が立っています。
彼は緑色のチェインメイルと盾を着用し、蛇の頭を模したウォーハ
ンマーを手に持っています。
　そのとき突然、南側の広い通路からデヴィ司祭が走ってきます。

「良くぞここに来て下さいました。“秩序をもたらす者” に栄光あ

女司祭デヴィ（D）	 レベル 4　砲撃役（指揮）
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：42；重傷値：21	 イニシアチブ：＋2
AC18、頑健15、反応16、意志17	 〈知覚〉＋4
移動速度：6
標準アクション
m ダガー（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
　ヒット：3d4＋4ダメージ。

R ヴェノマス・ワーズ／毒持つ言葉（［精神］、［毒］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋9対“意志”。この攻撃は機会攻撃
を誘発しない。
　ヒット：2d6＋6の［精神］かつ［毒］ダメージ。

A シャドウ・スネークス／影蛇の群れ◆再チャージ 5 6
　攻撃：遠隔範囲・爆発1・10マス以内（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；
＋9対“反応”
　ヒット：2d6＋6［毒］ダメージ、目標は減速状態となり、かつ戦術的優位を
与える（セーヴ・両方とも終了）。

マイナー・アクション
C トキシック・オーダー／猛毒もたらす命令◆再チャージ：初めて重傷になっ
た時
　効果：近接範囲・爆発5（爆発の範囲内にいる味方1体）；デヴィは目標を
3マスまで横滑りさせる。目標は一時的hp10を得る。一時的hpがなくなるまで、
目標の近接攻撃は追加［毒］ダメージ5を与える。

技能：〈宗教〉＋9、〈魔法学〉＋9
【筋】11（＋2）	 【敏】11（＋2）	 【判】15（＋4）
【耐】12（＋3）	 【知】14（＋4）	 【魅】18（＋6）
属性：悪	 言語：共通語
装備品：ローブ、ダガー、蛇の杖要検討

れ！」彼女は明らかに怯えた様子で叫びます。「沼地に巣食う恐ろし
いクリーチャーどもが侵入してきたのです。あの悪魔が呼び出した
に違いありません！」彼女は奥の社の前にいる蛙っぽい男を指差し
ます。

ワイトの屍術士（W）×2	 レベル 4　制御役
中型・自然・人型（アンデッド）
hp：54；重傷値：27	 イニシアチブ：＋4
AC18、頑健15、反応16、意志17	 〈知覚〉＋1
移動速度：6	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10
脆弱性：［光輝］5
標準アクション
m クロー／爪（［死霊］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：1d6［死霊］ダメージ、目標は回復力の使用回数を1回失う。

R グレイヴ・ボルト／死霊の矢（［死霊］）◆無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
　ヒット：1d6＋8［死霊］ダメージ、目標は“動けない状態”になる。（セーヴ・
終了）。

C ホリフィック・ヴィゼジ／恐るべき容貌（［恐怖］、［精神］）◆再チャージ 4 5 
6
　攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）；＋7対“意
志”
　ヒット：1d6＋6［精神］ダメージ、このワイトは目標を3マスまで押しやる。

マイナー・アクション
リアニメイト／再活性化
　効果：遠隔10；（6レベル以下の、雑魚ではない破壊されたアンデッド・ク
リーチャー1体）。目標はその重傷値の半分の値（端数切捨て）のヒット・ポイ
ントを回復する。目標はフリー・アクションで起き上がることができる。

技能：〈宗教〉＋10、〈魔法学〉＋10
【筋】10（＋2）	 【敏】14（＋4）	 【判】9（＋1）
【耐】14（＋4）	 【知】16（＋5）	 【魅】18（＋6）
属性：悪	 言語：共通語

GWW

D

B

B

B
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　〈看破〉難易度13：デヴィは嘘をついています。あの蛙じみた
ヒューマンは彼女の仲間であり、彼女の演技に合わせようとしてい
るのでしょう。

嘘を咎められたなら、デヴィはにやりと笑って以下のように言う：
「ほほう、多少は知恵が回るようじゃないか。褒めてやろう」デヴィ
は社の前の蛙男を向いて言います。「ガラス殿、ここは我らにお任せ
を。這いずる神にまもなく多くの生け贄をお届けできるだろうとお
伝えください」蛙男は何ごとかつぶやきながら社に飛び込み、目の前
から消えうせます。デヴィはさっと身をひるがえし、廊下の奥に駆
け戻って行きます。
　〈知覚〉難易度13：あなたは、ガラスがつぶやいていたのは社に刻
まれた文章の一節らしいと気づきます。彼は文字の順番をでたらめ
に唱えていたようです。
　〈知覚〉難易度20：あなたはガラスがつぶやいていた言葉を正確
に聞き取ることができました。彼は社に刻まれた文章を後ろから読
んでいたのです。

　冒険者たちがデヴィの嘘に騙されてガラスを攻撃するか南に進も
うとした場合、デヴィおよびワイトたちは最初の攻撃において戦術
的優位を得る。

ブリーワグ（B）×3	 レベル 1　遊撃役
中型・自然・人型（水棲）
hp：26；重傷値：13	 イニシアチブ：＋6
AC15、頑健12、反応14、意志12	 〈知覚〉＋2
移動速度：6、水泳4
特徴
Oランシッド・エア／立ちこめる悪臭（［毒］）◆オーラ2
このオーラ内で回復力を消費した敵は、自身の次のターンの終了時まで“弱体
化状態”となる。

アクアティック／水棲
ブリーワグは水中で呼吸ができる。水中での戦闘において、（水棲）でないクリ
ーチャーに対しては、攻撃ロールに＋2ボーナスを得る。

ネイチャーズ・リリース／大自然の報酬（［回復］）
ブリーワグに対してクリティカル・ヒットを与えた攻撃者は、3ヒット・ポイントを
回復する。

スワンプ・ウォーク／沼渡り
ブリーワグは泥や浅い水地による移動困難地形を無視する。
標準アクション
m スピア（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
　ヒット：1d8＋4ダメージ。

r ジャヴェリン（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10／20（クリーチャー1体）；＋6対AC
　ヒット：1d6＋4ダメージ。

m リープ／跳躍（［武器］）◆再チャージ 4 5 6
　効果：ブリーワグは移動速度の半分までの跳躍を行なうことができ、その移
動の間すべての防御値に＋5のボーナスを得る。その後に以下の攻撃を行な
う。
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
　ヒット：2d6＋6ダメージ、目標がこのブリーワグに戦術的優位を与えている
場合には3d6＋6ダメージ、さらに目標は次のこのブリーワグのターン中、この
ブリーワグを攻撃できない。

技能：〈運動〉＋7
【筋】14（＋2）	 【敏】18（＋4）	 【判】14（＋2）
【耐】10（±0）	 【知】10（±0）	 【魅】8（－1）
属性：混沌にして悪	 言語：始原語
装備品：スピア、ジャヴェリン×4

戦術
　デヴィはなるべく距離を取って戦う。彼女は南に移動し、北上す
るブリーワグたちの背後からヴェノマス・ワーズを使おうとする。
接近戦を強いられたならダーク・ダガーで敵を瞑想室の中に横滑り
させ、すぐさま扉を閉めて鍵をかけようとする（このエリアの特徴を
参照）。
　（訳注：デヴィのデータ・ブロックにダーク・ダガーというパワー
はなく、敵を横滑りさせるようなパワーもない。DMの判断でダガー
のパワーにヒットしたら目標を1マス横滑りさせるという効果を追
加してもよいだろう）
　ブリーワグたちはリープを用いて冒険者たちの前に立ちはだかり、
敵をデヴィに近づけまいとする。
　フィラ修道女およびアブラモ修道士は、ミスカおよび這いずる神
に自分の命を捧げた結果、ワイトの屍術士と化している。彼らはブ
リーワグが前線に到達する前にホリフィック・ヴィゼジを使用し、
一方が倒されたならリアニメイトで復活させる。いずれかの冒険者
が社に隣接するマスに入ったなら、グレイヴ・ボルトでそのキャラ
クターを動けない状態にしようとする。
　すべての敵は死ぬまで戦う。

このエリアの特徴
　明るさ：このエリア全体は複数のランタンからの “明るい” 光に照
らされている。
　穢された社

やしろ

：“秩序をもたらす者” をまつっていたこれらの社は穢
され、這いずる神の教団のために使われている。這いずる神を崇拝
していないクリーチャーは、これらの社に隣接している限り、セー
ヴィング・スローに－2ペナルティを受ける。
　それぞれの社には以下の文章が刻まれている。「秩序をもたらす
者よ、あまねく世界に汝の言葉が打ち立てられんことを」これは秩序
をもたらす者に正式な祈りを捧げる前に必ず口にされる箴

しんげん

言である。
このことは秩序をもたらす者の信徒だけでなく “旧き信仰” の信徒に
も常識である。
　レリックを収めた棚：この大きな棚の後ろに、金麦亭へのトンネル
を塞いでいる鉄の扉が隠されている（〈知覚〉難易度20）。この扉はこ
ちら側からかんぬきが下ろされている。棚に収められたアイテムの
ほとんどは魔法のアイテムでもなんでもないありふれた品だが、捜
索すると6レベルのホーリィ・ウォーターが2本見つかる。
　瞑想室：これらの個室の扉は、中に捕虜が囚われている部屋を除
いて開いている（『結末』を参照）。難易度13の〈盗賊〉判定に成功す
れば、錠前が逆向きに取り付けられて廊下側からしか開けられなく
なっていること、そして扉が閉まると自動的に鍵がかかるように
なっていることに気づく。鍵がかかった扉を開けるには難易度20の

〈盗賊〉判定が必要である。
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結末
　戦闘終了後、冒険者たちは地下の社を徹底的に調べることができ
る。
　デヴィの策略：PCたちはデヴィを殺さず生け捕りにすることが何
らかの利益に――尋問して情報を引き出すとか、改心させるなど―
―つながると考えるかもしれない。
　PCたちがデヴィのhpを0にした際、殺さずに気絶させることを選
び、その後でデヴィが意識を取り戻したなら、彼女はPCたちを言い
くるめて、ムーンブルック卿に憑依したのと同じ悪霊が自分に取り
付いたのだと信じ込ませようとする。この嘘を見破るには難易度19
の〈看破〉判定が必要である。冒険者たちがデヴィの言うことを信じ
たなら、彼女はできる限り友好的に振る舞い、PCたちを案内してポー
タルに入ろうと申し出る。実際のところは、這いずる神の教団の強
力な仲間たちの力を借りれば冒険者たちを殺せるだろうと目論んで
の行動なのだが。
　デヴィがエリア23の城代に引き渡された場合、ヴァレッド・ザ
ボールは憑依されていたという彼女の主張を信じない。PCたちが彼
女を弁護しない限り、いずれデヴィは処刑されることになるだろう。
PCたちがデヴィを牢獄から脱走させたなら、彼女はホメル・レーン
から逃走して2度と帰ってこない。
　捕虜：本アドベンチャーのこのパートが、今シーズンの最後の方
でプレイされている場合、教団による誘拐事件のイベント（P.10の
『ホメル・レーンで起きる事件』参照）がすでに発生している可能性が
高い。その場合、3つの瞑想室に1人ずつ気絶した捕虜が転がされて
いるだろう；城代の副官であるロネット・ゴー、革細工職人のラン
ソン、そしてその妻サイラである。ロネットは砦の士官であるから、
彼女の証言が疑われることはまずない。彼女が目撃した出来事の
数々は、村内での事件の影に教団の活動があるという冒険者たちの
調査結果を裏づけることになる。
　社の瞬間移動装置：2つの社は一方通行の瞬間移動装置として機
能し、クリーチャーを直接スピリット・ナーガの巣――すなわち這
いずる神の洞窟に運ぶようになっている。ミスカの霊がムーンブ
ルック卿から追い出された後も、かのパラディンは自分に憑依して
いた存在の思考と記憶を覚えていた。デヴィおよび教団に属する侍
祭たちが、パラディンが間もなく死ぬものと思って立ち去った後、彼
は最後の力を振り絞って冒険者たちのために瞬間移動装置を作動さ
せる手がかりを書き残したのである。「読む　後ろか（ら）」と。
　キャラクターがこの社の瞬間移動の魔法を起動させるためには、
合言葉を口にしなければならない。合言葉は社に刻まれた文章を後
ろから読み上げたものである：「ヲトコンレラテタチウ　ガバトコ
ノジンナ　ニイカセクネアマ　ヨノモスラタモヲジョツチ」いずれ
かの社を起動させれば、10体までのクリーチャーが瞬間移動の魔法
を利用できる。いずれかの社が一度起動された後は、どちらの社も
10分経過するまでは再起動できなくなる。

次のセッション
　このセッションを終えた冒険者たちは、寺院の地下室にある社の
瞬間移動装置を利用できるようになり、ガラスなる怪人物が社に飛
び込んで消えたのを目撃しているはずだ。社を使えば這いずる神の
巣に直接乗り込むことができる。次のセッションは『這いずる神の
洞窟』をプレイすること。

“這いずる神”の洞窟
　このセッションは本アドベンチャーの『這いずる神の教団』セク
ションの3つ目のパートである。PCたちはおそらく、『“秩序をもたら
す者”の寺院』を終えて社の瞬間移動装置を利用できるようになった
結果として、この洞窟に足を踏み入れることになるだろう。

ここまでの展開
　『“秩序をもたらす者”の寺院』のページを見て、デヴィ司祭および2
人の侍祭たちがひそかに闇のカルトに与していた顛末と、寺院の地
下にある社が瞬間移動装置になっており、教団がこれを通じて捕虜
をどこか別の場所に運んでいたことのあらましを説明すること。
　冒険者たちが『金麦亭』で敗北した場合、彼らは捕虜としてこの洞
窟に連行されることになる。PCたちはまず自由の身になるために戦
い、次いでスピリット・ナーガを倒して奴隷化された村人たちを救
うために戦うことになる。この場合、必要に応じてシナリオに手を
加えること。

巣の入り口
　“秩序をもたらす者” の寺院にあった社の瞬間移動装置を使用した
冒険者たちは、無人の地下洞窟に出る。PCたちが持ち込んだものを
除き、洞窟内に光はない。

以下の文章を読み上げること：
社のポータルに踏み込んだ皆さんは、湿った土の中の蒸し暑い洞窟
に出ます。寺院に戻れるような仕掛けはどこにも見当たりません。
どういうつもりかは分かりませんが、社の瞬間移動装置は一方通行
だったようです。
　闇の中からピチャピチャという水音が聞こえます。さらに、苦痛
と恐怖にうめくような微かな声も遠くから響いています。注意深く
進んで行くと、地下通路の先には黒ずんだ水をたたえた地底湖が広
がっていました。目の前の岸辺は平たい岩盤で、丈夫そうないかだ
と長い木の棒があります。先ほどから聞こえていた声は、よりはっ
きりと聞こえるようになりました。水面の向こう側の闇の中から響
いているようです。

　冒険者たちは這いずる神と戦うために湖を渡らなければならない。
P.40の『怒れる這いずる神』に進め。
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ぎりぎりの脱出
　戦闘終了後、スピリット・ナーガの巣は崩れ始める。冒険者たち
は助け出した村人をかばいながら、迷路のような洞窟網を抜けて底
なし沼に出なければならない。各キャラクターは別々の状況に対処
しなければならない。各PCに対して少なくとも1つずつ、以下の状
況から選ぶこと。
　まず状況を描写し、次にその状況に対処するキャラクター1人を選
ばせること。そのキャラクターのプレイヤーに、自分のキャラクター
がどのような対処を行なうのかを尋ね、難易度13の技能判定を行な
わせて、その結果を演出する。キャラクターは回復力を1回ぶん消費
することで力を振り絞り、自分の判定に＋4ボーナスを得ることを選
べる。各状況の説明には、その状況に対してふさわしいと思われる
技能が記されている。
　状況に対処するための技能判定が失敗した場合、PCたちは難易度
13の集団〈持久力〉判定を行なわねばばらない。これに失敗すると、
すべてのキャラクターは脱出の過程で疲労困憊して回復力を1回ぶ
んずつ失う。
　すべてのキャラクターが少なくとも1回は何らかの状況に取り組
むようにすること。冒険者たちが合計6回の成功を収めるか、すべて
の状況が1回ずつ発生するまで、さまざまな状況が発生し続ける。い
ずれかの条件が満たされた時点で、冒険者たちは生き残った村人た
ちを引き連れて地上にたどりついたことになる。村人に死亡者が出
た場合、最後に死ぬのはウォレン、テス、カノネス・イーディの3名
である（訳注：つまり、無名の村人が先に死んでいくことになる）。
　近道：洞窟の天井にひび割れが走り、別の洞窟に通じる道が生じ
る。この道を通れば近道ができるかもしれない（〈看破〉または〈地下
探険〉）。この判定に失敗した場合、ひび割れは予想外に速く閉じて
しまい、村人が1人死亡する。
　落盤：一行が進んでいた洞窟は落盤の危険に晒される。近くにあ
る別の道は安全であり、落盤から身を守ることができるだろう（〈自
然〉または〈地下探険〉）。この判定に失敗した場合、落盤に巻き込ま
れて村人が1人死亡する。5以上の差で失敗したなら死亡者は2人に
なる。
　落石：村人の頭上に天井から小石の雨が降ってくる。とっさに村
人を突き飛ばすか（〈軽業〉）、落石が終わりしだい石の山の中から引
きずり出さねばならない（〈運動〉）。この判定に失敗した場合、打撲
と圧迫によって村人が1人死亡する。
　地割れ：洞窟の床が裂け、危険な地割れが生じる。1人の村人が地
割れに落下し、かろうじて崖っぷちに掴まる。すぐに村人を引っ張
り上げなければならない（〈運動〉）。この判定に失敗した場合、村人
が1人墜落死する。

　圧倒的恐怖：2人の村人が恐怖で腰が抜け、地面に倒れこんで動け
なくなる。死にたくなければ立てと彼らを説得しなければならない

（〈威圧〉、〈交渉〉、または〈はったり〉）。この判定に失敗した場合、村
人の一方は隊列に戻るが、もう1人はめくらめっぽうに闇の中へと走
り出し、直後に発生した落盤に飲み込まれる。5以上の差で失敗した
なら、村人は2人ともパニックを起こして逃げ出し、命を落とす。
　迷子：誰も見ていないタイミングで、1人の村人が別の分かれ道
に進んでしまう。1人の冒険者がその村人に注意深く声をかけ、正し
い道に戻さなければならない（〈交渉〉または〈知覚〉）。この判定に失
敗した場合、その村人はそのまま行方不明になって死ぬ。
　鉄砲水：洞窟に水があふれ、2人の村人が押し流されて地面に空
いた穴に吸い込まれる。1人の冒険者が暗い水の中を泳いで村人を
助けに行かなければならない（〈持久力〉）。この判定に失敗した場合、
1人の村人は助かるがもう1人は死ぬ。5以上の差で失敗したなら、
村人は2人とも水の中に消え去る。
　沼地のガス：悪臭を放つ沼地のガスが脱出ルートを塞いでいる。
1人の冒険者がこの危険に気づき（〈自然〉または〈地下探険〉）、一行に
警告を発しなければならない。この判定に失敗した場合、1人の村
人が窒息死する。
　分かれ道：目の前でトンネルが2方向に分かれており、背後の天井
は崩れ始めている。1人の冒険者がすばやく安全なルートを見定め
なければならない（〈知覚〉または〈地下探険〉）。この判定に失敗した
場合、最後尾にいた2人の村人が落盤に巻き込まれて死亡する。

結末
　スピリット・ナーガの死によって、這いずる神の教団がホメル・
レーンの村に及ぼしていた邪悪な影響はうち砕かれる。ナーガに魅
了されていた人々は自由意志と記憶を取り戻し、徐々に元の生活へ
と復帰していく。
　冒険者たちおよび生き残った村人たちが底なし沼からホメル・
レーンまで歩いて帰るには3時間を要する。その道中、カノネス・イー
ディはPCたちがナーガの巣で行なったことの意味を説明する。冒険
者たちの行動は――良かれ悪しかれ――PCたちに対する村人たちの
態度に影響を与える。PCたちが教団員を殺さず、囚われていた村人
の相当数を生還させた場合、ホメル・レーンに新たな友人たちを得
られることになる。教団員および囚われていた村人に多数の犠牲者
が出た場合、村人たちは這いずる神の脅威が去ったことには感謝す
るものの、冒険者たちに対する態度は冷ややかなままである――PC
たちが別の機会にこの地で活躍を示さない限りは。

次のセッション
　本アドベンチャーの『這いずる神の教団』パートを終えた後、DMは
次にどのパートをプレイするか決める必要がある。P.9の『冒険の進
め方』およびP.11の『ホメル・レーン案内』を元に決定を下すこと。

一本道シナリオとしてプレイする場合
　このセッションを終えたPCたちは、ハフロンの亡霊が混沌の
洞窟群で説明した一連の力あるアイテムの3つ目であるデス・
サークレットを入手しているはずである。このアイテムを這いず
る神の支配から解き放つことによって、ハフロンの霊は囚われの
身から解放される。次は『混沌寺院』をプレイすること。
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怒れる這いずる神
遭遇レベル3

セットアップ
這いずる神、スピリット・ナーガ（S）
ガラス、這いずる神の司祭（G）
ワイト（W）
カノネス・イーディ（Y）

　デヴィがパーティに同行している場合、または彼女が寺院での戦
闘から逃げ延びた場合、この戦闘にはデヴィも敵として登場する。
その際、彼女のhpは最大値の1/3である。
　この洞窟の反対側にたどりつくためには、暗い水を渡る以外にな
い。

冒険者たちが向こう岸を見られるようになった時点で、以下の文章を読
み上げること：
向こう岸の岩棚の上で、縛られた村人たちが肩身を寄せ合って縮こ
まっているのが見えます。その集団の中に、巨大なクリーチャーの
姿が地獄の王のごとく誇らしげに立っています。蛇の体からヒュー
マンの女性の頭が生え、口の中には鋭い歯が並んでいます。このク
リーチャーは皆さんを見て怒り狂った様子で身をのたうたせていま
す。ゆらゆら動く青白い頭には、7つの宝石がはめこまれた冠がのっ
ています。
　「自ら妾

わらわ

の前に現れるとは、とんだ愚か者よのう」怪物が甲高い声
をあげます。「だが愚か者にも使い道はある。さて、そなたらを奴隷
にしてくれようか、それとも妾の腹に収めてくれようか」

　〈知覚〉難易度13：“秩序をもたらす者”の寺院から逃げたガラスと
いう名の蛙男が、捕虜たちの間で縮こまっています。彼はなるべく
身を隠そうとしているようです。

このエリアの特徴
　明るさ：湖に光源はない。ナーガの洞窟は燐光を発するキノコに
よって“薄暗い”光で照らされている。
　湖：この地底湖は水深10フィートであり、水は黒く濁っている。
水中にあるものはすべて“完全な隠蔽”となる。
　いかだ：このいかだは長さ3マス幅2マスである。いかだに乗った
者の1人が長い木の棒を使うことで、水底を押して水面を進むことが
できる。毎ラウンド、1回の標準アクションとして、この棒を持って
いる1人のキャラクターがいかだを動かすための〈運動〉判定を行な
うことができる。いかだは（判定結果÷5）マスだけ進む（最大6マス）。

囚われの村人たち
　スピリット・ナーガの初期位置を囲むようにして、無防備状態の
村人が12人いる。幾人かはナーガに魅了されており、自発的にナー
ガの近くに留まっている。他の者たちはまだナーガに魅了されてい
ないが、動けないほど弱っている。折り重なった村人たちの体によっ
て、ナーガの初期位置およびそこから2マス以内のすべてのマスは移
動困難な地形になっている。村人たちはこの移動困難な地形の外を
起点とする遠隔攻撃に対して遮蔽を提供する。効果範囲にナーガの
初期位置を含む近接範囲または遠隔範囲の攻撃は皆、自動的に罪の
ない村人たちを殺してしまう。
　カノネス・イーディ：ナーガのいる岩棚に捕らえられた者たちの中
には、ホメル・レーンの“秩序をもたらす者”寺院の長であるカノネス・
イーディも含まれている。今にも戦闘が始まると気づいた彼女は冒
険者たちに囚われの者たちを傷つけないよう懇願する。彼女はきわ
めて弱っているために戦うこともその場から動くこともできない。

ガラス、這いずる神の司祭	 レベル 3　制御役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：44；重傷値：22	 イニシアチブ：＋1
AC17、頑健15、反応14、意志16	 〈知覚〉＋4
移動速度：6
特徴
Oヴァイル・プレゼンス／邪悪なる存在◆オーラ2
このオーラの範囲内の敵は、セーヴィング・スローに－2のペナルティを受ける。
標準アクション
m ウォーハンマー（［武器］、［毒］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：1d10＋1ダメージ、さらに継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。

r プレイヤー・オヴ・コンストリクション／くびり殺しの祈り（［精神］、［毒］）◆
無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対“意志”
　ヒット：2d6＋4［精神］ダメージ、目標は減速状態となる（セーヴ・終了）。
	セーヴ失敗・1回目：目標は代わりに“拘束状態”となる（セーヴ・終了）。

C カース・オヴ・ポイズンド・アイズ／毒持つ両眼の呪い（［毒］）遭遇毎
　攻撃：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内の敵すべて）；＋6対“意志”
　ヒット：継続的［毒］ダメージ10（セーヴ・終了）、および目標はGarathの次
のターンの終了時まで盲目状態となる。
　ミス：継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。

技能：〈宗教〉＋7、〈はったり〉＋7、〈魔法学〉＋7
【筋】13（＋2）	 【敏】10（＋1）	 【判】16（＋4）
【耐】12（＋2）	 【知】12（＋2）	 【魅】8（－1）
属性：悪	 言語：共通語
装備品：チェインメイル、ライト・シールド、ウォーハンマー

這いずる神（S）	 レベル 5　精鋭　制御役
大型・永劫・魔獣（爬虫類）、スピリット・ナーガ
hp：126；重傷値：63	 イニシアチブ：＋5
AC19、頑健16、反応17、意志18	 〈知覚〉＋8
移動速度：6、水泳6	 暗視
抵抗：［毒］10
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
標準アクション
m テイル・スラップ／尾の打撃◆無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：2d8＋4ダメージ、このナーガは目標を3マスまで横滑りさせる。

r ワード・オヴ・ペイン／苦痛の言葉（［精神］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“意志”
　ヒット：2d6＋6［精神］ダメージ、目標は減速状態となる（セーヴ・終了）。

ダブル・アタック／2回攻撃◆無限回
　攻撃：このナーガは基礎攻撃を2回行なう。

A ポイズン・スプレー／毒噴射◆再チャージ 5 6
　攻撃：遠隔範囲・爆発2・10マス以内（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；
＋7対“頑健”
　ヒット：2d8＋6［毒］ダメージ
　ミス：半減ダメージ。

マイナー・アクション
ヒプノタイズ／催眠◆再チャージ：初めて重傷になった時
　攻撃：遠隔・10（減速状態のクリーチャー1体）；＋8対“意志”
　ヒット：その目標は支配状態となる（セーヴ・終了）。
　ミス：目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。

技能：〈看破〉＋8、〈魔法学〉＋10、〈歴史〉＋10
【筋】15（＋4）	 【敏】16（＋5）	 【判】12（＋3）
【耐】15（＋4）	 【知】16（＋5）	 【魅】18（＋6）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、神界語
装備品：デス・サークレット
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ワイト（W）	 レベル 5　遊撃役
中型・自然・人型（アンデッド）
hp：62；重傷値：31	 イニシアチブ：＋7
AC19、頑健18、反応17、意志16	 〈知覚〉±0
移動速度：7	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10
脆弱性：［光輝］5
標準アクション
m クロー／爪（［死霊］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：1d6＋4［死霊］ダメージ、目標は回復力を1回ぶん失う。
　効果：このワイトは3マスまでのシフトを行なえる。
技能：〈隠密〉＋10
【筋】18（＋6）	 【敏】16（＋5）	 【判】6（±0）
【耐】14（＋4）	 【知】10（＋2）	 【魅】15（＋4）
属性：悪	 言語：共通語

彼女の防御値はすべて10であり、残りhp
は10である。戦闘の間に2回だけ、彼女は
標準アクションとして “秩序をもたらす
者”に呼びかけ、彼女から5マス以内のキャ
ラクター1人に回復力を1回ぶん消費させ、
追加で1d6hpを回復させることができる。
彼女がこれを行なうと、ガラスは“秩序を
もたらす者”の力が使われたことに気づき、
可能ならば彼女を攻撃するようになる。
　ウォレンおよびテス：大工の子供たち（ホ
メル・レーンのエリア3を参照のこと）も
ここに囚われている。
　フェリゾ・ホッベ：戦闘が始まると、PC
たちは岩棚の上にフェリゾ・ホッベの大
きな赤い帽子が見えるのに気づく（P.10の
『行方不明の商人』参照）。他の村人たち
の証言によれば、彼はナーガに殺されて
しまったらしい。

戦術
　這いずる神は冒険者たちを見るやいなや攻撃を開始する。この
ナーガはダブル・アタックを使用し、テイル・スラップで敵を不利
な位置に追いやり、遠くから攻撃してくる敵にはワード・オヴ・ペ
インで反撃する。手ごわい敵をワード・オヴ・ペインで減速状態に
したなら、すぐさまヒプノタイズを使用する。
　冒険者が村人たちから2マス以内に近づいた後、ガラスは自分の
ターンに立ち上がって攻撃を開始する。この時点まで気づかれてい
なかった場合、ガラスは最初のターンの間中、戦術的優位を有する。
彼はウォーハンマーを手に接近戦を行ない、プレイヤー・オヴ・コ
ンストリクションは這いずる神を圧迫している敵たちに対して使用
する。
　這いずる神もガラスも囚われの村人たちが遮蔽として利用できる
ことを知っているため、村人を傷つけようとはしない。
　ワイトは水の中にいるため事実上不可視であり、英雄たちが対岸
にたどり着くまでは姿を現さない。戦闘が始まると、ワイトはいか
だの上または水上にいるキャラクターを攻撃する。相手がナーガに
支配されていようと気にしない。

財宝
　このナーガはデス・サークレットを被っている。遭遇の終了時に
イーディが生き残っているなら、彼女はPCたちにこのアイテムが邪
悪なアーティファクトであると警告する。冒険者たちがナーガの頭
からこの冠をはずすと、冠からあざ笑うような声が響き渡る。湖の
壁が崩れ始め、PCたちは村人を連れて安全な場所まで脱出しなけれ
ばならない。P.39の『ぎりぎりの脱出』に進め。

デス・サークレット
Death Circlet／死の額冠 レベル5　レア
この黒い額冠には緑色の宝石が7つはめこまれている。これらの宝石は死んだ
ように鈍い色合いであり、かつては魔法的な力を宿していたが、それも使い果たされ
て久しいといった様子。
頭部スロット	1,000gp
汎用パワー◆［無限回］（マイナー・アクション）
　効果：使用者がこのターンにヒットを与えた、重傷のクリーチャーを1
体選択する。使用者はそのクリーチャーの現在ヒット・ポイントの量
を知る。
汎用パワー◆［無限回］（フリー・アクション、1ターン1回まで）
　トリガー：使用者が“生きているクリーチャー”を攻撃して殺す。
　効果：そのクリーチャーの魂はこの額冠についている7つの宝石の1
つに捕縛される。1つの宝石は1つの魂しか捕らえることができず、魂
を捕らえている宝石は緑色の光を放つ。このようにして魂を捕らえら
れているクリーチャーを蘇生させることはできない。
汎用パワー（［回復］）◆［遭遇毎］（マイナー・アクション）
　必要条件：この額冠の3つ以上の宝石が魂を捕らえていること。
　効果：使用者は（5＋自分のレベルの半分）に等しいヒット・ポイント
を回復し、2つの魂が宝石から解放される。
汎用パワー◆［一日毎］（マイナー・アクション）
　必要条件：この額冠の7つの宝石すべてが魂を捕らえていること。
　効果：使用者は次の1回のダメージ・ロールにおいて、4つまでのダ
イスを最大値にすることができる。しかるのち、宝石に囚われていた
魂はすべて解放される。
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第4章：混沌の洞窟群
　ホメル・レーンの東、その深い森の中に隠されて、人跡稀な峡谷が
ある。そして、その峡谷の岩壁には古い石窟が幾つも掘り抜かれて
いる。洞窟群には、怪物じみた人型生物――コボルドやゴブリン、
オークやオーガ達――が住んでおり、互いに争っては無為に精力を
費やしていた。それゆえにこの百年というもの、彼らはホメル・レー
ンの村にとって深刻な脅威とはならずにいた。しかし今や混沌の洞
窟群にある暗黒は、洞窟の怪物共を説き伏せて1つにまとめ上げた。
ホメル・レーンの人々は深刻な危険にさらされているのである。

混沌の洞窟群を探る
　このセッションは本冒険における『混沌の洞窟群』セクションの最
初の部分に当たる。そして、続く『混沌の寺院』とは別に独立して遊
ぶこともできる（P.9の『冒険の進め方』を参照）。キャラクター達が
この地に至るのは、村から離れた農場が洞窟よりやってくるモンス
ターに襲われているという噂や、先だってこの洞窟に調査隊が送ら
れたが帰ってこないという噂を聞いた後だろう。

ここまでの展開
　冒険者たちがここに来るのは、混沌の洞窟群の探索のために3週間
前に差し向けられたオーティス・ドリューがそれ以降、姿が確認さ
れぬままでいることを聞いたからだろう。ドリュー家の人々や、オー
ティスの兄弟でまどろむ大蛇亭（ホメル・レーンのエリア2、または
エリア16）にいるエルモと会った時の内容をまとめておくこと。
　もしもキャラクター達がブラック・ジェイ（ホメル・レーンのエ
リア12）から彼の妻子の死について聞き、それによりこのセッショ
ンが行なわれるのなら、この洞窟からやってきたゴブリン達こそが
元凶だとブラック・ジェイが信じていたことを思い出させること。
　また、冒険者たちは金麦亭（ホメル・レーンのエリア20）にいる
バートラム・べスウィルの情報によってこの地を探ることになる可
能性もある。バートラムはPC達をここに差し向けることで、這いず
る神の教団の探索から目を逸らさせようとするのかも知れないし、
これ幸いとここに放り込んで殺そうとするのかもしれない。バート
ラムがPC達を説得する内容をまとめておくこと。混沌の洞窟群にい
るモンスターの大群こそがホメル・レーンを苛む失踪事件の原因だ
という説明はとてももっともらしく聞こえるだろう。
　もしも君がこの地にキャラクター達をつれてくるのに、他の場所
やイベントを使用したのなら、セッションが始まる前にプレイヤー
達に渡す情報をまとめておこう。

洞窟への道
　ホメル・レーンから、この『混沌の洞窟群』がある峡谷へと、キャ
ラクター達が半日の旅程を終えたところから、このセッションは始
まる。

読み上げること：
　“混沌の洞窟群” があると言われる丘陵の周囲はより高い山々に囲
まれています。しかし、どうかするとこの丘の方がもっと堂々とし
て見えなくもありません。密に生い茂り、ねじくれた木々があちこ
ちへと拡がっていまして、それはまるで、木々が日光の代わりに恐怖
と憎悪とを得て生い茂っているかのようです。進むうちに森は開け、
そしてすぐに高さ百フィートへと聳え立つ峡谷の岩壁へとぶち当た
ります。

　峡谷へと導く開口部はその幅おおよそ200フィート。奥へ400
フィートほど入った先には、これまた高さ100フィートほどもある
岩と土の壁がそびえています。峡谷の岩壁にはまるで “ふるい” の目
のように無数の洞窟が口を開いています。地面の高さに開いている
ものもあれば、より高い位置に開いているものもあります。谷の底
の岩場には森の動物や、より大きな生き物の骨が散らばっており、そ
の中には人型生物の骨も幾つか。
　「間違いない」そう確信します。皆さんは混沌の洞窟群を見つけた
のです。

ハフロン・ホメル
　冒険者たちが眼前に拡がるこの光景を目にした時、ハフロン・ホ
メルの亡霊が襲ってくる。彼は冒険者たちが、この洞窟で育ちつつ
ある邪悪と戦うためここに来たことを知らないのである。

ハフロンが攻撃を行なう際に、以下を読み上げること：
　警告の声もなしに、亡霊じみた人の姿があなたたちの後に出現し
ます。狂おしい眼光とぼさぼさの髪と言う姿はまるで狂人のよう。
右手に空飛ぶグリフィンの紋章を表わした盾を持ち、左手には反り
のある長剣を構えています。そしてその亡霊は鬨の声を叫び攻めか
かって来ました。「死ね、混沌のしもべども！今日この時、お前達を
生かしては置かぬ。忌まわしき主の元に侍ること、叶わぬと知れ！」

　ハフロンの亡霊は、一番近くにいる冒険者を目標に選ぶ（＋10対
“反応”；2d8＋6ダメージ）。亡霊の防御値はすべて15、ヒット・ポ
イントは45である。彼は非物質的であるため、すべての攻撃から半
減ダメージしか受けない。
　ハフロンの不意討ち攻撃のあとに、イニシアチブを振らせること。
ハフロンのイニシアチブ修正値は±0である。
　この亡霊に誤解だと説得しようと試みる者がいたなら、そのプレ
イヤーのロールプレイを考慮し、それに応じて〈交渉〉あるいは〈はっ
たり〉判定を行なわせること。納得させようとする、本当のことを話
す場合には難易度は9である。しかし内容が曖昧だったり嘘である
場合には難易度は13に、まるで突飛な言い訳であるなら難易度は20
となる。
　ホメル・レーンにあるハフロンの彫像を見たことのあるキャラク
ターなら、特徴的な剣とその盾に描かれたグリフィンの紋章から、こ
の戦士がハフロンであることはわかる。誰かがハフロンの名前を口
にしたり、敵対する亡霊を説得して鎮める判定に成功したなら、ハフ
ロンは攻撃をやめる。
　キャラクター達がハフロンのヒット・ポイントを0まで減らした
なら、彼は消え失せるが、このセッションの終了時に再び現れる。そ
の時点で彼はキャラクター達の真実の意図を悟る。

冒険者たちがハフロンを説得し、戦いを止められたなら以下を読み上げ
る：
　吹きすさぶ風のような声で、亡霊は再び語りかけてきます。「お前
達はなぜ、このような邪悪と混沌の地にやってきたのだ？　お前達
こそが勇者なのか？　良きものどもと秩序のために、打ち懲らすべ
きものを捜しているのか？」

ハフロンと冒険者たちとの会話では、以下の要点を指針とすること。
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◆ ハフロン・ホメルは彼自身思い出せないほど昔からずっと、亡霊
の姿でこの場所、つまり峡谷の外側に捕えられている（実際のと
ころ、彼は200年以上囚われている）。

◆ ハフロンはこの地域を巡回していたとき、フードをかぶった複
数の人影がとある洞窟へと入っていったのを目撃した。彼はそ
の後を追い、やがて峡谷の一番奥にある穢れし寺院に至った。そ
こは邪悪と混沌からなる不浄の力をあがめ奉る場所であった。

◆ その寺院には、おぞましき力がずっと根付いていた場所、“混沌
の欠片” がある。その外見はひびの入った大きな銀色の球体であ
り、教団員はその“欠片”を使って混沌そのものの力をあやつって
いるのである。ハフロンは寺院の司祭どもを数多く討伐したが、
それでもなお “欠片” の力は増大しつつあることに気づいた。彼
は力の増大を止めるため、自分自身を犠牲とし“混沌の欠片”の中
へとその身を投じた。彼はそれによって死んだに違いなく、ゆ
えに彼の亡霊はここ、混沌の洞窟群の外に出現するのだ。

◆ ハフロンの亡霊は峡谷にも、どの洞窟にも入ることはできない。
またこの場所を立ち去って、村や村を取り巻く農場に向かうこと
もできない。彼は自由になるまでこの場所に出没し続けねばな
らないという、呪わしい運命にある。

◆ 時折、洞窟にいる邪悪なクリーチャーの中でも最凶の部類が、亡
霊体のハフロンをどうにか葬り去ることもあったが、彼は常にこ
の場所で再び蘇る。

◆ ハフロンは、この地を侵す邪悪の精髄と強く結びついた三つの
強力な品によって、自分の魂がこの場所に囚われてしまっている
のだと信じている。その筆頭はケイオス・ブレードと呼ばれる
武器であり、この洞窟群のうちの1つに置かれている。彼はそれ
の力が、過去数日に渡ってだんだんと強くなっているのを感じ
取っている。

◆ 数週間前に、ハフロンは一団の冒険者グループと遭遇している。
その中にはホメル・レーンから来たオーティスという名の戦士
がいた。その冒険者たちはそもそも、洞窟に踏み込むつもりだっ
たので、ハフロンはケイオス・ブレードを捜し出すようにと彼
らを送り出し、進展を見守っていた。彼らがとある洞窟に入ると、
そこで騒乱が巻き起こり、モンスター達が束となって冒険者た
ちを攻めたてた。オーティスは戻ってこなかった。そして、ハ
フロンはそのすぐ後に、ケイオス・ブレードの束縛の魔法がよ
り一層強くなったのを感じた。

◆ 他の2つの力持つアイテム（その強さはケイオス・ブレードに匹
敵する）はつい最近この洞窟群から運び去られた。黄金のサーク
レットと、1枚の巻物である。ハフロンは教団員が、それらレリッ
クの1つが濠要塞に運ばれたと話していたのを耳にしている。し
かし、もう1つのアイテムの場所については何も知らない。これ
らのアイテムとケイオス・ブレードは、ハフロンを解放する前、
混沌の洞窟群の力を打ち倒す前までに揃えておく必要がある。
これらの品はこの場所と、異次元空間の牢獄に封じられたミスカ
の邪悪なる力とをつなぐ役割を果たしており、そのつながりは
断ち切られねばならないのだ。

◆ ハフロンは混沌の洞窟群には野蛮な人型生物がいることを知っ
ている。それらの種別は様々で、オークやコボルド、ゴブリン、
コボルド。そしてもっと始末の悪い者もいる。これらのクリー
チャーは普段は互いに争っているものの、最近は休戦し協力して
いるようだ。小グループの冒険者たちでは、この洞窟全部の住
人を討伐するのは不可能である。故に英雄達は討伐するのでは
なく、ケイオス・ブレードを見つけ出して脱出する必要がある。

◆ ハフロンは、オーティスとその友人連中が踏み込んでいった洞
窟を指し示すことができる。

　ハフロンとの会話を終えた後、冒険者たちはケイオス・ブレード
を探し求めて、混沌の洞窟群の峡谷へと入ることになる。。

侵入する
　冒険者たちがケイオス・ブレードを手に入れようとする際に、混
沌の洞窟群に住む（今や互いに手を結んだ）モンスター達と戦うこと
になったなら、それはとても大変な試みとなる。この遭遇では戦闘は、
いついかなる時点でも起こりうる。戦闘になったなら、P.45の『ケイ
オス・ブレードを確保する』へと続けること。
　洞窟に密かに忍び込むには、キャラクター達は難易度13の集団

〈隠密〉判定に成功しなければならない。この判定は、キャラクター
達が教団員のローブを着用しているなら自動的に成功する。それら
は濠要塞（『濠要塞のダンジョン』を参照せよ）、あるいは交易所（ホメ
ル・レーンのエリア9）で入手できる。判定に成功したなら、冒険者
たちはオーティス及びケイオス・ブレードが見つかるとおぼしき洞
窟へと安全にたどり着くことができる。判定に失敗したなら（ある
いは判定を行なわなかったなら）、冒険者たちがその洞窟へとたどり
着いた時点で、このセッションの戦闘遭遇、モンスター第一波から攻
撃される。
　この場のモンスター達はケイオス・ブレードを何ものにも奪い取
られてはならないと、混沌の女司祭イニューから命令されている。
たとえキャラクター達が安全にこの洞窟にたどり着いたとしても、
剣を取り除いたり、その近くにある罠を発動させてしまったならば

（以下参照）、第一波が攻撃を行なう。

罠
　ケイオス・ブレードを護る最初の罠は警報である。これは戦術マッ
プでは赤い四角形で示してある。中型サイズ以上のクリーチャーが
トリガーとなるエリアに侵入したなら、通路の土埃の下に埋められ
ている細かな網が乱され、その網に取り付けられた、たくさんの青銅
製のベルがちゃりんちゃりんと鳴り始める。
　難易度13の〈知覚〉判定に成功したなら、この網を視認できる。そ
して、難易度13の〈盗賊〉判定に連続3回成功することで、青銅のベル
につながる糸を切ることができる。トリガーとなるエリアを飛び越
そうと試みることもできるが、それには跳躍の一部として難易度13
の〈隠密〉判定を行なわねばならない。判定に失敗したなら、通路の
更に深いところにいるコボルド達が跳躍した者の音を聞きつけ、モ
ンスター達の第一波が攻撃しようと動き出す。

キャラクター達が気づかれてしまったなら、以下を読み上げること：
　トンネルの奥深くから、キーキー、キャンキャンと興奮したわめき
声が湧き起こります。聞こえてくる戦いの角笛の音は洞窟を抜けて
勢いを弱めてもなお、峡谷中に響き渡るほど大きな音でした。叫び
声が近くの洞窟から届いてきます。

　2つめの罠は、戦術マップに青の四角形で示してあり、先ほどのも
のよりも更に陰険なものだ。崩れかけの洞窟の天井が、太い綱で支
えられており、その綱は仕掛け線につながっている。たとえ冒険者
たちが気がついたとしても、この罠を解除するのには洞窟が崩壊す
る危険性が残っている。
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落下する天井の罠	 レベル１　罠	
物体
探知：〈知覚〉難易度19	 イニシアチブ：―
hp：10
AC12、頑健12、反応5、意志―
完全耐性：［死霊］、［精神］、［毒］、強制移動、すべての状態異常、継続的ダメ
ージ

トリガー型のアクション
C 攻撃◆遭遇毎
トリガー：クリーチャーがこの罠の場所に入るか、罠のヒット・ポイントが0になっ
た。

攻撃（アクション不要）：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；
＋4対“反応”

ヒット：1d10＋4ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。
ミス：半減ダメージ。
効果：この罠は破壊され、その範囲は瓦礫により移動困難地形となる。
対抗手段
◆無力化：〈盗賊〉（難易度19、標準アクション）。成功：仕掛けのワイヤーを切
断し、罠を無力化する。失敗（14以下）：この罠が攻撃を行なう。

オーティスの発見
　オーティスは戦術マップ上の“O”で示した位置にいる（P.47の地図
参照）。

キャラクター達がオーティスを見ることができたなら、以下の文章を読み
上げること：
　眼前の血飛沫が飛び散った洞窟は、不気味な赤い光に照らし出さ
れています。その明かりは、スケイル・アーマーに身をよろった、大
柄なヒューマンの男性の胸に突き刺さった剣の柄から拡がっている
のです。その戦士は命無きもののように、小部屋の奥の瓦礫の山に
倒れ込んでいます。剣の柄は心臓の鼓動に合わせて薄気味悪く明滅
しています。

　〈治療〉難易度9：洞窟に散らばる血飛沫は、この戦士以外に犠牲
者がいたことを示しています。多くのクリーチャーがここで死んだ
のでしょう。

冒険者たちがオーティスに近づこうと移動したなら、次の文を読み上げる
こと：
　倒れ込んでいた人影が突然立ち上がり、そして叫びます「にげ
ろ！」。「災いが近づいてくるぞ！」そう言って彼は目を見開いて瓦
礫に倒れ込みます。必死に息を喘ぐと、その口から血飛沫が飛び散
るのです。

　冒険者たちが、幸運だったかあるいは腕前が確かだったかで、ここ
まで注意を引くことなく来れていたとしても、オーティスの叫び声
は十分に近くのモンスター達を警戒させてしまう。第一波が攻めか
かってくるのと同時に、キャラクター達はオーティスの身体からど
うにかして剣を取り除かねばならない。

オーティスとケイオス・ブレード
　キャラクター達がオーティスおよびケイオス・ブレードに対応す
る際には、以下の要点を指針とすること。
◆ オーティスを見ることができるキャラクターは、マイナー・ア

クションとして難易度19の〈魔法学〉判定に成功したなら、オー
ティスは己の命を奪うこの剣に、自ら進んで貫かれていることが
わかる。現在、ケイオス・ブレードは彼を守りつつ、徐々にその

生命力を吸い取っている。この判定に成功したキャラクターは
さらに、オーティスの肉体からケイオス・ブレードを引き抜く
ために、どのように魔法のエネルギーを操作したらいいのかも
理解する（この判定は後で再挑戦できる。それは失敗したキャラ
クターであっても構わないし、全く別のキャラクターでも構わな
い）。

◆ オーティスは、自分自身がこの剣のもたらす苦痛に耐えられる限
り、そしてまた自分の生命力をこの剣に与え続けている限り、身
体からこの剣を力ずくで抜くことはできないということをよく
理解している。彼はこのようにしてケイオス・ブレードをつな
ぎ止めたままにしておこうとしているのだ。

◆ オーティスがこの剣を手放すのは、キャラクター達がこの剣を
使って悪を討つと言うことを説明し、同時に難易度13の〈交渉〉
あるいは〈はったり〉判定を成功させたときのみである（この判定
には1回のマイナー・アクションを必要とする）。もしもその説
明が信じがたくこじつけめいたものだったり、理屈になっていな
いものであったなら、必要な難易度は20となる。判定に失敗し
たなら、オーティスはキャラクター達を信用せず、剣を預けよう
とはしない。しかし、キャラクター達はなおも彼の心を変える
試みを続けられる。

◆ オーティスの同意なしに剣を取り去るには、2人の別々のキャラ
クターが、それぞれ以下の技能どれか1つについて判定を行なっ
て成功しなければならない。試みる技能はそのキャラクターが
修得している必要がある：〈自然〉、〈宗教〉または〈魔法学〉。2つ
の判定はそれぞれ、オーティスに隣接したマスで、同一ラウンド
中に行なわれなければならない。判定の難易度は、マイナー・ア
クションとして行なう場合には難易度20、標準アクションとし
て行なう場合には難易度13である。

◆ オーティスを持ち上げて運ぶことは可能だが、彼は体は重くかさ
ばる。1回のマイナー・アクションとして難易度13の〈運動〉判
定に成功することで、1人のキャラクターはそのラウンド、自分
の移動速度の半分の速度でオーティスを運ぶことができる。判
定に5以上の差で成功したなら、そのキャラクターは通常通りの
移動速度で移動できる。判定に失敗したなら、そのキャラクター
はそのラウンド、オーティスを運搬できない。2人組でオーティ
スを運ぶこともできる。すなわち、1人がもう1人を “援護” する
ことで、2人はこの判定を行なったキャラクターの移動速度で移
動できる。さらなる情報については『洞窟からの脱出』の項を参
照せよ。

一本道シナリオとしてプレイする場合
　この章を完遂した後、ハフロン・ホメルの亡霊がキャラクター
達へとこの冒険全体の概要を伝え、狼蜘蛛のミスカをこの世界へ
とつなぎ止めている魔法、その源になっている3つの古いレリック
をキャラクター達が捜し出す必要があると教えてくれる。冒険者
たちはこの時点で最初のレリック、ケイオス・ブレードを手に入
れている。彼らは暗黒の勢力がミスカを異次元界の牢獄から解
放しようとする前に、さらに2つを手に入れなければならない。
　この2つのアイテムのうち最初の1つは混沌教団のクレリックの
手のもとにある。そしてこのクレリックはホメル・レーンの来たに
ある古い濠要塞へ持って行ってしまっている。続いて『濠要塞の
探索』を行なうこと。
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◆ もしもキャラクターが、剣が刺さったままのオーティスを攻撃す
る場合、オーティスの防御値はすべて15、ヒット・ポイントは
45である。さらに彼はすべてのダメージに対し、半減ダメージ
のみを受ける。オーティスが攻撃されるたび、ケイオス・ブレー
ドは荒々しい赤い閃光を放つ。そして攻撃を行なった者は、自分
がオーティスに与えたダメージの半分のダメージを受ける。オー
ティスが死んだなら、ケイオス・ブレードは特に支障なく抜く
ことができる。

　オーティスが生きている間にケイオス・ブレードを抜いた時には、
1分以内にオーティスに対して難易度19の〈治療〉判定を3連続で成
功させねばならず、それができなければオーティスは死亡する。彼
は発見された時点では回復力が1回ぶん残っているため、何らかのパ
ワーによって回復させることも可能である。そうすれば彼は瀕死状
態から脱し、11ヒット・ポイントを回復できる。ケイオス・ブレー
ドにより生かし続けられているのでない場合、オーティスはAC15、
他の防御値は10、そしてヒット・ポイントは（彼の回復力を使用す
る前の時点で）45ヒット・ポイントのうち10ポイントが残っている。
オーティスは移動することはできる（移動速度5）が、衰弱しており、
戦闘はできない。

ケイオス・ブレードを確保する
遭遇レベル4

セットアップ
コボルドの穴潜り　16体
オークの蛮族　5体
ゴブリンのちんぴら　4体
オーガ　1体
ホブゴブリンの下級兵　4体
オーティス（O）

　この戦闘遭遇は冒険者たちがケイオス・ブレードを発見した洞窟
の側のモンスターどもの注意を引いてしまったなら、その時点で開
始される。
　この遭遇のモンスター達は順番にグループとなって戦術マップの
端から出現し、波状攻撃を仕掛けてくる。戦闘はキャラクター達が
長くとどまり続けるにつき、だんだんと困難なものとなっていくが、
最終目的はモンスターを打ち負かすことではない。冒険者たちが集
中すべきは、ケイオス・ブレードを見つけ出して確保し、そして敵に
捕らわれる前に脱出することなのである。

戦術
　モンスターたちが警報を受けた時点で、第一波が攻撃を行ない、戦
闘第1ラウンドの口火を切る。以降、奇数ラウンド毎に第二波、三波
がマップに入ってくる。冒険者たちのゴールは、ケイオス・ブレー
ドを獲得したあとで、この戦術マップから立ち去ること、すなわちこ
のエリアから脱出することなのである。とあるキャラクターがこの
戦術マップから離脱したなら、以降モンスター達は未だにこのマッ
プ上にいる冒険者の方に注意を振り向ける。
　第一波：5体のコボルドの穴潜りがオーティスがいるのと反対側
の通路の方から、さらに3体が洞窟の入り口から一番遠い立木のとこ
ろから攻撃を仕掛けてくる。コボルド達はより強力なモンスターが
やってくるのを待ちながら、冒険者が逃げるのを阻止しようとする。
　第二波：5体のオークの蛮族が外から洞窟の中へと突撃してくる。
第一波のコボルド達はこれを受けて、遠隔攻撃のために後退する。
　第三波：4体のゴブリンのちんぴらが乱闘に参加し、挟撃位置に入
ろうと移動する。ゴブリン達はオーガが来ることを知っているので、
冒険者たちを足止めしようとする。オーガが到着する1ラウンド前
に、ゴブリン達のうち1体が、「もうすぐオーガがやってくるぞ」と告
げてPCたちをあおり立てる。
　第四波：オーガが到着する。オーガと冒険者たちの間にいるコボ
ルドまたはゴブリンは、それらはオーガが近接攻撃のために近づく
までの間に、オーガに持ち上げられて投げつけられてしまう（彼らを
オーガのロック攻撃の矢弾として扱うこと）。
　第五波：近くにあるトンネルの入り口から、4体のホブゴブリン
の下級兵が到着する。彼らは攻撃の増援、あるいは逃げるキャラク
ターを追いかける。
　第六波：8体以上のコボルド達がトンネルから殺到してくる。彼
らは洞窟の中では獰猛に戦うが、逃げるキャラクターを追っては来
ない。
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コボルドの穴潜り（S）×16	 レベル 1　雑魚　遊撃役
小型・自然・人型（爬虫類）
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋5
AC15、頑健12、反応14、意志12	 〈知覚〉＋1
移動速度：6	 暗視
標準アクション
m ジャヴェリン（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
　ヒット：4ダメージ。

r ジャヴェリン（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
　ヒット：4ダメージ。

マイナー・アクション
シフティ／素速いシフト◆無限回
　効果：このコボルドは1マスのシフトを行なう。

トリガー型のアクション
ナロウ・エスケープ／危機を脱する◆遭遇毎
　トリガー：近接範囲、あるいは遠隔範囲の攻撃がこのコボルドにヒット、ある
いはミスする。
　効果（即応・割込）：このコボルドは3マスまでのシフトを行なう。

【筋】8（－1）	 【敏】16（＋3）	 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）	 【知】9（－1）	 【魅】10（±0）
属性：悪	 言語：共通語、竜語
装備：レザー・アーマー、ジャヴェリン×3

オークの蛮族×5	 レベル 4　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋3
AC16、頑健16、反応14、意志12	 〈知覚〉＋1
移動速度：6	 夜目
標準アクション
m ハンドアックス（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：8ダメージ、突撃時には12ダメージ。

r ハンドアックス（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：6ダメージ。

トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ
　トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
　効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。

【筋】16（＋5）	 【敏】13（＋3）	 【判】9（＋1）
【耐】13（＋3）	 【知】8（＋1）	 【魅】8（＋1）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、ハンドアックス×4

ゴブリンのちんぴら×4	 レベル 1　雑魚　遊撃役
小型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋5
AC16、頑健12、反応14、意志11	 〈知覚〉＋1
移動速度：6	 夜目
標準アクション
M ショート・ソード（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：4ダメージ（このゴブリンが目標に対して戦術的優位を得ているなら5
ダメージ）。

トリガー型のアクション
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法◆無限回
　トリガー：このゴブリンに対する攻撃がミスする。
　効果（即応・対応）：このゴブリンは1マスのシフトを行なう。

技能：〈運動〉＋5、〈盗賊〉＋5
【筋】14（＋2）	 【敏】17（＋3）	 【判】12（＋1）
【耐】13（＋1）	 【知】8（－1）	 【魅】8（－1）
属性：悪	 言語：共通語、ゴブリン後
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード

オーガ	 レベル 6　暴れ役
大型・自然・人型（ジャイアント）
hp：90；重傷値：45	 イニシアチブ：＋5
AC18、頑健20、反応17、意志16	 〈知覚〉＋3
移動速度：8
標準アクション
m グレートクラブ（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋11対AC
　ヒット：2d10＋6ダメージ。

R ロック／岩（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋11対AC
　ヒット：2d6＋5ダメージ。

【筋】21（＋8）	 【敏】14（＋5）	 【判】11（＋3）
【耐】20（＋8）	 【知】4（±0）	 【魅】6（＋1）
属性：混沌にして悪	 言語：巨人語
装備品：グレートクラブ、岩×4

ホブゴブリンの下級兵×4	 レベル 3　雑魚　兵士役
中型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋5
AC19、頑健18、反応16、意志15	 〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
ファランクス・ソルジャー／密集陣形
この下級兵は、少なくとも1体の味方であるホブゴブリンに隣接している限り、
ACに＋2のボーナスを得る。

標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：5ダメージ。

トリガー型のアクション
ホブゴブリン・リジリアンス／ホブゴブリンのしぶとさ◆遭遇毎
　トリガー：この下級兵がセーヴによって終了させられる何らかの効果を受け
る。
　効果（即応・対応）：この下級兵は、トリガーとなった1つの効果に対してセ
ーヴィング・スローを行なう。

技能：〈運動〉＋7、〈歴史〉＋3
【筋】18（＋5）	 【敏】14（＋3）	 【判】13（＋2）
【耐】15（＋3）	 【知】10（＋1）	 【魅】9（±0）
属性：悪	 言語：共通語、ゴブリン後
装備：レザー・アーマー、ロングソード、ライト・シールド

このエリアの情報
　明かり：洞窟の入り口および洞窟の外の明るさは、時間帯による。
オーティスのいる洞窟では、ケイオス・ブレードが“薄暗い”光を放っ
ている。それ以外の洞窟には明かりはない。
　岩および灌木：これらのエリアは移動困難な地形である。
　木々：枝葉の部分は移動困難地形であり、遮蔽を提供する。木の
幹は遮断地形である。

洞窟からの脱出
　最後の冒険者が戦術マップを離脱したなら、モンスター達は追跡
してくる。しかし、その追跡は思いもしなかった味方が出現するこ
とによって阻まれて遅くなる。
　PC達がこれより前にハフロン・ホメルと接触したことがない場合
には、以下の読み上げ文を適宜修正すること。
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 キャラクター達が峡谷を脱出しようとしたなら、以下を読み上げる：
　この世のものとは思えぬ青紫色のエネルギーが、突如として峡谷
の一番深いところから湧き出し、峡谷に流れ込みます。そしてその
エネルギーは皆さんの肌の上を這い上がってきます。数百もの野蛮
な人型生物たちの声が混沌の洞窟群から巻き起こります。その声は
皆、同じ名前を何度も繰り返しているのです。「ミスカ！」と。
　追手達もこの詠唱に加わります。さらに、とつぜん幽霊じみた姿
が出現して追手達の足を鈍らせます。皆さんの後に、再びハフロン・
ホメルの亡霊が出現したのです。

　ハフロンはキャラクター達とモンスターとの間に立ちはだかり、
追手共をそのぼんやりとした刃で脅し阻む。この時点で冒険者たち
は安全にこの峡谷から脱出できる。冒険者たちが戦闘から逃れ、ま
だ剣が刺さったままでオーティスを運んできていたなら、十分に混
沌の洞窟群から離れてしまえば、ケイオス・ブレードは自動的にオー
ティスから取り除くことができる。

結末
　冒険者たちがこの時点で、ミスカに結びついた3つの力あるアイテ
ム（ケイオス・ブレード、デス・サークレット、スクロール・オヴ・ファ
イナル・ワーズ）を所持していたなら、ハフロンは縛めから逃れ、そ
の亡霊は冒険者たちよりも先にホメル・レーンへと帰還する。より
詳しくはP.48の『混沌の寺院』を参照せよ。
　他の力あるアイテムがまだ見つかっていないなら、ハフロンは
キャラクター達にそれらのアイテムを見つけなければならないこと
を教える。ハフロンは最後のアイテムが戻ってきたなら、自分はホ
メル・レーンに戻り、そこで冒険者たちと合流すると約束する。そ
の時まではずっと、この場所に彼はいる。
　ケイオス・ブレードは＋1マジック・ウェポンで、ライフスティー
ラー・ウェポンと似ている。この剣は使用者に影響を与える。使用
者は血に飢えて、慈悲を示さずに殺すことを良しとするようになる
のである。この剣が好きなのは、今にも死にそうな敵の肉体に残さ
れて、そのクリーチャーの生命力をゆっくりと味わい飲み下すこと
である。

ケイオス・ブレード
Chaos Blade／混沌の刃 レベル4　レア
君が敵を撃つとき、その敵の生命力がわずかだがこの武器に吸い取られ、君に注
ぎ込まれる。
＋1ロングソード	 840gp
強化ボーナス：攻撃ロールおよびダメージ・ロール
クリティカル：＋1d12の［死霊］ダメージ。
特性
この武器で敵を殺したときは常に、使用者は一時的hp6を得る。
攻撃パワー（［回復］、［死霊］）◆［遭遇毎］（アクション不要）
　トリガー：使用者がこの武器を使用した攻撃を敵にヒットさせる。
　効果：目標は追加［死霊］ダメージ5をうけ、使用者は5ヒット・ポイン
トを回復する。
汎用パワー◆［遭遇毎］（マイナー・アクション）
　効果：使用者はこの刃の形を、重刀剣類であればどのような形にで
も変えることができる。通常、この刃はロングソードの形をしている。

ミスカ！
　峡谷から脱出する直前に起こった詠唱をキャラクター達が一度で
も耳にしていたなら、難易度19の〈歴史〉あるいは〈宗教〉判定に成功
することで、P.9の『背景』にて語られるミスカの物語が思い当たる

（この判定そのものは誰でも行なえる）。ハフロンもまたミスカの物
語を知っており、誰かがミスカの名前を尋ねたなら、それを物語るこ
とができる。
　まだ説明していなかったなら、ハフロンは自分が姿を消したとき
一体何が起こったのかも説明する。これにより、キャラクター達は
“混沌の欠片”を見たときにこれが何なのかがわかる。

次のセッション
　このアドベンチャーにおいて、『混沌の洞窟群』の章の第一部は、
ほかの章の前にプレイすることもできるし、ほかの章を終えてから
プレイしてもよい。DMである君は、PC達が次に冒険のどの章を行
なうのか決定する必要がある。P.9の『冒険の進め方』およびP.11の
『ホメル・レーン案内』を元に決定を下すこと。

O
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混沌の寺院
　この章は今シーズンの最後のセッションである。冒険者たちは、
ケイオス・ブレード、デス・サークレット、スクロール・オヴ・ファ
イナル・ワーズを手に入れるまでは混沌の力を討伐できない。キャ
ラクター達はこのセッションを開始する前に大休憩を取ることがで
きる。

ここまでの展開
　この冒険の3つの章を、どの順番でプレイしてきたかによって、PC
たちは以下のいずれかの形でホメル・レーンに戻ってくる。

◆ 濠要塞の混沌教団と山賊を討伐、追い散らした。地元のキャラ
ヴァンと商人の荷馬車は再び安全を取り戻し、濠要塞に巣くう邪
悪は討ち滅ぼされている。

◆ 這いずる神のカルトはもはやない。このカルトのスピリット・
ナーガは討ち滅ぼされ、かつてこの忌まわしきクリーチャーの
支配下にあった村人達は、元のように己の心を取り戻した。

◆ 冒険者たちは「混沌の洞窟群」への1回目の急襲からもどったと
ころであり、その過程でケイオス・ブレードとして知られてい
る強力な武器を奪っている。冒険者たちはまた、ハフロン・ホ
メルの亡霊から、ホメル・レーンに迫る一番の脅威である “混沌
の欠片”について情報を聞いている。

混乱のホメル・レーン
　冒険者たちが村に最後の襲撃前の休憩を取るために戻ると、村は
大変な混乱の中にある。

読み上げること：
　ホメル・レーンに戻ってきたところ、そこは大騒動のまっただ中
でした。村の真ん中、ハフロン・ホメルの彫像のまわりに人が群がっ
ています。その中には村長選の立候補者や、城代の姿もあります。
　落ち着くようにと言う呼びかけにもかかわらず、誰もが興奮して
話し、彫像の顔を指さしています。その花崗岩の顔はまるで彫り直
されたかのように、前にはなかった微笑みを浮かべているのです。
すると突然、ハフロンの声、深く力強い声が固い石から聞こえて来ま
す。『心と体が1つに戻った、なんてすばらしい心地だ！　たとえ動
けなくてもな』
　村人が何人かかなきり声を上げます。気を失う者もいます。子ど
もたちの集団が駆け寄り、彫像の足下を棒きれや棍棒で殴ろうとし
ます。『おおいっ、やめろ今すぐやめなさい！』とハフロンはわめき
ます。『私の身体が欠けてしまうじゃないか！』
　最終的にどうにか城代が秩序を取り戻すことに成功し、皆さん方
それぞれのほうに向き直って言います。「一体どうなってるのか、誰
か説明してくれるんだろうね？」

　何が起こっているのかについてPCたちは説明できる。詳細の中で
まだ不明な点についてはハフロンが補足してくれる。ホメル・レー
ンを脅かす2つの脅威――濠要塞の混沌教団、この村の“這いずる神”
のカルト――既に討ち滅ぼされている。しかし、混沌の洞窟群の暗
黒寺院にはこの村を襲うために、野蛮な人型生物の軍勢が終結しつ
つある。
　冒険者たちはすでに3つのアイテムを集めている。これらのアイ
テムには、この世界とミスカとのつながりを保つのに役立つ力があ
るのだ。そしてミスカこそは軍勢を招集している強力なデーモン・
ロードなのである。この3つのアイテムを混沌の寺院に持ち込めば、
ミスカとこの世界とのつながりを断ち切ることができるはずなのだ。

村を1つに
　ハフロンはホメル・レーンの力を借りる必要がある。もしもカノ
ネス・イーディが死んでいるなら、ユフィーマ修道女か新たな司祭
が彼女の後釜となっている。それに応じて読み上げ文を調整するこ
と。

キャラクター達がこの状況を説明し終えたなら、以下の文章を読み上げ
ること：
　再びハフロンが話します。『わたしの見たところ、この地には2つ
の力がある。“秩序をもたらす者” と “旧き信仰” だ。私はこの冒険者
たちを洞窟の “混沌の寺院” へと導く道を知っているが、そのために
は我々が力を合わせる必要がある』
　ドルイドのラムニーとカノネス・イーディが突然、考え込みます。
彼らも脳裏にハフロンの声を聞いたかのようです。そして何かに同
意したようで、こっくりとうなずき合います。この宗教的な指導者
達二人はそれぞれの信奉者を集め、ともに祈りに参加するように言
いました。詠唱と聖歌が大気に満ちていきます。最初は競い合うよ
うに、しかしやがてはほとんど完璧なハーモニーとなって響き合い
ます。
　祈りが終わると、カノネスとドルイドは彫像に目を向けます。し
ばらくの間は何も起こりませんでした。と、石の姿のハフロン・ホ
メルが台座から降り立ちました。動き出した石像から塵が舞い落ち
ます。彫像は背伸びをすると、皆さんの方を振り向いて言います。『な
にをぼんやりしておるのだ？　征くぞ、英雄諸君！』

　“混沌の寺院” への襲撃が失敗した時に備えて、村の指導者たちは、
戦える者はみなホメル・レーンを守るためにとどまるようにと要請
する。ケリをつけるのは、冒険者たちとハフロンに委ねられるとい
うわけである。
　“混沌の洞窟群” へ戻る旅路の途中で、ハフロンの彫像は冒険者た
ちに計画を語る。

読み上げること：
　「到着したら、私は峡谷に踏み込み、できる限り多くの敵を殺そう
と思う。このように陽動すれば、君たちは最も奥の洞窟にある“混沌
の寺院”へ直接ゆくことができるはずだ。私が峡谷に入ったなら、戦
いが始まるまで待っていてくれ。それからあの穢らわしき寺院へ忍
び込み、この苦難に決着をつけてくれ」
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　ハフロンはPCたちに、“混沌の欠片” こそが目的なのだと思い出さ
せる。それは大きくて、ひびの入った銀色の球体である。

ハフロンが峡谷に踏み込んだなら、以下を読み上げること：
　“混沌の洞窟群” へ戻る皆さんの旅路は終わり、ハフロン・ホメル
は傲然と顔を上げて峡谷へと踏み込んでゆきます。怒りに燃える人
型生物たちが波のように彼に押し寄せます。ハフロンは石の剣を振
るって見境なく敵を殺し、皆さんがこの狂躁を忍び抜ける隙を作っ
てくれます。峡谷の縁に沿って、よじれた木々の間を抜けて移動し、
皆さんはどうにかつづら折りの道の上にある洞窟へとやってきまし
た。金色で縁取られた赤き円、混沌教団の印が、この入り口の上に描
かれています。
　皆さんが洞窟に入るのを阻む衛兵はいません。皆さんは通路をす
すみます。通路は自然石の洞窟から、石で仕上げた回廊へと変わり
ました。回廊の壁は赤と黒の印章（それは濠要塞で見覚えのあるも
のです）で飾られています。それらを解読することはできませんが、
眺めていると心がおぞましい怖れで満たされていくのを感じます。
通路の先には部屋が広がっています。

　冒険者たちが寺院に踏み込んだなら、『混沌の司祭達』へと続く。

混沌の司祭達
遭遇レベル6

セットアップ
混沌の女司祭イニュー（I）
混沌の信奉者（A）  2体
よろめき歩くゾンビ（Z） 8体
ハフロンの骸骨

　寺院に踏み込んだ冒険者たちは、マップの中央の回廊のどこから
でも遭遇を開始できる。

キャラクター達がこのエリアを見ることができたなら、以下の文章を読み
上げること：
　皆さんの右手側には大きな壁龕（アルコーヴ）があり、その奥の壁
には石の扉があります。一方、前方と左側は大きな部屋へと拡がっ
ています。赤と黒のカーテンが壁を覆っており、それには混沌のシ
ンボルが鮮やかに描かれています。赤い筋の入った黒い石でできた、
並外れた大きさの玉座が奥の壁を背にして聳え立っており、その前
には3つの祭壇があります。側面に真っ暗な割れ目のある巨大な銀
色の球体がそれらの祭壇の前に浮かんでいます。これこそが “混沌
の欠片”に間違いありません。
　その球体を挟むようにして、おなじみの教団のローブを着た、二人
の人型生物の姿が詠唱を続けています。それとは別の教団員、鴉の
羽のように漆黒の髪を流し、より上等なローブと宝飾品をまとった
女性が、玉座の高みからその光景を見つめています。彼女は数瞬ご
とに、歌うように忌まわしきまじないを唱えます。そのたびに球体
から銀色の火花が、しぶくように降り注ぐのです。
　皆さんがこの状況の把握に手間取っていると、女司祭が突然皆さ
んが立っている回廊の方に視線を走らせます。彼女は微笑み、そし
て言います。「最後の生け贄と、力持つ品々がご到着。狼蜘蛛が語っ
てくれたとおり、ヤツらは来たということよ。あの侵入者達を殺し
なさい。私たちの運命にまみえるために！」

　寺院にいる精霊どもが見張りを行ない、女司祭イニューの耳へと
囁いているので、女司祭は不意討ちを受けない。

戦術
　イニューは自分のターンに、自分の配下であるゾンビの雑魚を喚
び起こす。このゾンビ達は第2ラウンド開始時に到着する。彼女は
ケイオス・カースを毎ラウンド、パーティの一番強力な近接戦闘屋
に使用し、弱い敵はスタッフやマインド・スクランブリング・チャ
ントによって押し戻す。
　ゾンビと混沌の信奉者達は戦闘が展開する間、冒険者たちとイ
ニューとの間にとどまって、女司祭が傷つけられないようにしよう
と試みる。
　骸骨はまず、自分のターンに“混沌の欠片”の割れ目から、“混沌の
欠片” に隣接する、DMが選ぶ任意のマス目へと出現する。これらは
死んだハフロンの骨であり、“混沌の欠片” によって操られている。
この骸骨は毎ラウンド、混沌の欠片から移動し、攻撃し、そしてこの
骸骨のターン終了時に、“混沌の欠片”の内側の、自分が攻撃した目標
に一番近いマス目へと瞬間移動する。この骸骨のみが “混沌の欠片”
の中へ侵入できる。“混沌の欠片”の中にいる間、骸骨は“良好な遮蔽”
を得る。
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このエリアの情報
　明かり：寺院は複数のランタンによる“明るい”光に照らされている。
　混沌の欠片：この銀色の球体は力を導く導管であり、ミスカはこ
れを通じて自由を得ようとしている。混沌教団に所属していないク
リーチャーはすべて、“混沌の欠片”に隣接するマス目に入ったり、隣
接するマス目で自分のターンを開始したときには5ダメージを受け
る。1体のクリーチャーが1ターンに2回以上このダメージを受ける
ことはない。
　“混沌の欠片” が活動している限り、イニューと彼女の配下である
二人の信奉者、そしてハフロンの骸骨はそれぞれ自分のターン開始
時に、たとえヒット・ポイントが0以下であったとしても1ヒット・
ポイントを回復する。
　3つの祭壇：玉座の近くにある、この3つの長方形の祭壇には邪悪
と混沌の魔力が吹き込まれている。3つの祭壇は “混沌の欠片” の力
を導いている。〈自然〉、〈宗教〉、〈魔法学〉を修得しているキャラク
ターなら誰にとってもこの事実は明白である。
　祭壇に隣接しているキャラクターは、3つのアイテム（ケイオス・
ブレード、デス・サークレット、スクロール・オヴ・ファイナル・ワー
ズ）のうちの1つを使って、その祭壇の魔力を無力化しようとするこ
とができる。1回の標準アクションとして、キャラクターは力を持つ
アイテムの1つで祭壇に触れ、難易度9の【耐久力】判定、【判断力】判

混沌の女司祭、イニュー	 レベル 6　精鋭　制御役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：140；重傷値：70	 イニシアチブ：＋4
AC20、頑健18、反応18、意志20	 〈知覚〉＋9
移動速度：6
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
標準アクション
m スタッフ（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋11対AC
　ヒット：2d8＋4ダメージ、イニューは目標を2マスまで横滑りさせる。

C マインドスクランブリング・チャント／心惑わせる詠歌（［精神］、［魅了］）◆
無限回
　攻撃：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内の敵すべて）；＋9対“意志”
　ヒット：2d6＋7［精神］ダメージ、イニューは目標を3マスまで横滑りさせる。
　ミス：イニューは目標を1マス横滑りさせる。

R ワード・オヴ・デミニュション／縮小の言葉（［精神］、［変身］）◆再チャージ：
初めて重傷になった時
　攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋9対“頑健”
　ヒット：2d8＋7［精神］ダメージ、イニューは目標を次のイニューのターン終了
時まで、通常の大きさの1/4の大きさへと縮小する。この形態でいる間、目標は
減速状態、弱体化状態であり、すべてのダメージに対する脆弱性5を得る。

移動アクション
ケイオス・ジャンプ／混沌の跳躍（［瞬間移動］）◆再チャージ 5 6
　効果：近接範囲・爆発5（爆発の範囲内の“呪われている”クリーチャー1体）；
イニューと目標は瞬間移動し、互いの位置を入れ替える。

マイナー・アクション
C ケイオス・カース／混沌の呪い（［魅了］）◆無限回（1ターン1回のみ）
　攻撃：近接範囲・爆発5（爆発の範囲内の敵1体）；＋9対“意志”
　ヒット：目標は次のイニュー自身のターン終了時まで“呪われる”。“呪われ
ている”間、目標は減速状態となり、イニューに対する攻撃ロールとダメージ・
ロールに－2のペナルティを受ける。

技能：〈宗教〉＋10、〈魔法学〉＋10、〈歴史〉＋10
【筋】10（＋3）	 【敏】12（＋4）	 【判】12（＋4）
【耐】14（＋5）	 【知】15（＋5）	 【魅】19（＋7）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語
装備品：ローブ、スタッフ

定、あるいは【魅力】判定を行なうこと。この試みを1回のマイナー・
アクションとして行なう場合には、難易度は19となる。判定に成功
したなら、祭壇は働きを失う。
　1つの祭壇を無力化するための試みは1ラウンドにつき1回しか行
なえない。各アイテムはそれぞれ、祭壇1つしか無力化できない。

混沌の信奉者（A）×2	 レベル 4　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：66；重傷値：33	 イニシアチブ：＋4
AC16、頑健17、反応16、意志15	 〈知覚〉＋4
移動速度：6
標準アクション
m メイス（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d6＋8ダメージ。

R アビサル・チェイン／奈落の鎖（［火］）◆無限回
　攻撃：遠隔・3（クリーチャー1体）；＋7対“頑健”
　ヒット：2d6＋5［火］ダメージ、信奉者は目標を2マスまで引き寄せる。目標
はさらにこの信奉者の次のターン終了時まで減速状態となる。

ハンブリング・コンビネーション／辱めの連攻◆再チャージ：どちらの攻撃もヒ
ットしなかったなら
　効果：混沌の信奉者はアビサル・チェインを使用する。それにより目標が
この信奉者に隣接したなら、信奉者は目標に対してメイスを使用する。両方
の攻撃がヒットしたなら、目標は倒れて伏せ状態となる。

技能：〈威圧〉＋8、〈隠密〉＋9
【筋】17（＋5）	 【敏】15（＋4）	 【判】14（＋4）
【耐】16（＋5）	 【知】11（＋2）	 【魅】12（＋3）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語
装備品：ローブ、メイス

ハフロンの骸骨	 レベル 3　兵士役
中型・自然・自律体（アンデッド）
hp：45；重傷値：22	 イニシアチブ：＋6
AC19、頑健15、反応16、意志15	 〈知覚〉＋3
移動速度：6	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：2d8＋3ダメージ

【筋】15（＋3）	 【敏】17（＋4）	 【判】14（＋3）
【耐】13（＋2）	 【知】3（－3）	 【魅】3（－3）
属性：無属性	 言語：――
装備：ロングソード

よろめき歩くゾンビ（Z）×8	 レベル 5　雑魚　暴れ役
中型・自然・自律体（アンデッド）
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋1
AC17、頑健18、反応15、意志15	 〈知覚〉＋1
移動速度：4	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］
標準アクション
m スラム／叩きつけ◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：8ダメージ。

トリガー型のアクション
デスレス・ハンガー／不死なる者の餓え◆遭遇毎
　トリガー：このゾンビのヒット・ポイントがクリティカル・ヒット以外によって0
以下に減少する。
　効果（アクション不要）：1d20をロールする。15以上の目が出たなら、この
ゾンビのヒット・ポイントは1までしか減少しない。

【筋】18（＋6）	 【敏】8（＋1）	 【判】8（＋1）
【耐】15（＋4）	 【知】1（－3）	 【魅】3（－2）
属性：無属性	 言語：――
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 結末
　冒険者たちのここでの使命は、3つの祭壇をすべて無力化し、“混
沌の欠片”を破壊してしまうまでは終わりとは言えない（『このエリア
の情報』を参照）。

最後の祭壇が無力化されたなら以下を読み上げること：
　“混沌の欠片” がさざ波のように震え、滝のように火花を吹き出し
つつ小さく縮んでゆきます。“混沌の欠片” の忌まわしき魔法で操ら
れていた骸骨は崩れ落ちて微塵に散らばります。
　同時に、ハフロンの亡霊が出現し、崩れつつある骨に向かって飛び
ながら大きく叫びます。「これは私の骨だ！」それはとても嬉しそう。

「そして私にはまだやり残したことがある」ぽん、と弾ける音を立て
“混沌の欠片”は破裂し、ハフロンはいなくなります。ただ、彼の笑い
声だけがこの小部屋の中に響き渡きました。

　冒険者たちがこの洞窟を出ると、峡谷が殺されたモンスターで一
杯であること、ハフロン・ホメルの動かない彫像がそれらすべての
どまんなかにあることがわかる。あちこちの洞窟では生き残ったク
リーチャー達が、教団が間に入る前の頃のように、互いに相争ってい
る。PCたちは彼らの注意を引くことなく、峡谷から脱出できる。

エピローグ：勝利の帰還
　村に戻ると、ホメル・レーンの住人達は戦いの物音に怯えながら
冒険者たちの帰還を待っているところである。冒険者たちがその勝
利を村人に告げると、彼らはみな道へと飛び出してくる。バーン卿
も塔から出てきて、領民達が冒険者たちに感謝の気持ちと贈物とを
雨あられと浴びせ祝福するのに加わる。
　バーン卿は冒険者グループに歩み寄り、その英雄的な行為にな対
し、改めて立場を離れて感謝を表わした後、めいめいに“ホメル・レー
ンの騎士”の称号を授ける。そして彼は冒険者たちを、ホメル・レー
ンに長期逗留し、ゆくゆくは定住して欲しいと招く。ひょっとすると、
村長に推してさえくれることだろう……。
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