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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
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。
最初のセッションの DMを行なう前に：
◆ 「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。
◆ 「セッション1：イースティングの疫病」
（P.7）および「アウトブレイク」
（P.10）を読む。別の時点から本章を開始するのであれば、適切
なセクションを読み、それまでに何が起きたか理解しておく。
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、経験点（XP）、そして名声ポイントを記録する。
◆ 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：
◆ D&D エンカウンターズの 1 回のセッションは 1 回の遭遇からな
る。その週のセッションとして登録した遭遇についてのみ、DM
を行なうこと。1 遭遇にかかる時間は一般的に 90 分から 2 時間
である。
◆ 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。
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最初のセッションの終了時に：

されている説明に従って処理すること。キャラクター間で宝物を分

◆ 冒険者たちが望むなら小休憩を取らせる。ただし彼らのその日の

けるには、以下のルールを用いる。

状況を忘れずに記録させること。消費した回復力、使用した［一

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

日毎］パワー、その他の［一日毎］リソースは、セッションとセッ

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

ションの間には回復しない。それらが回復するのは各章の終了時

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

のみである。プレイヤーたちが D&D エンカウンターズ・プレイ

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

記録用紙に彼らの情報を間違いなく記載するよう気をつけること。

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

◆ 宝物と経験点を与える。プレイヤーが報酬をD&Dエンカウンター
ズ・プレイ記録用紙に確実に記載するよう気をつける。
◆ 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、そしてプレイの日付を確
実に記載すること。

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：特定の魔法のアイテムについて、キャラクター

◆ 各プレイヤーが獲得した名声ポイントの合計をオーガナイザー

の中に欲しがる者が誰もいなかった場合、そのパーティーは『ルー

に報告する。オーガナイザーはその拠点の名声ポイント記録用

ルズ・コンペンディウム』に記載のルールに基づいて、そのセッショ

紙（Renown Point Tracker）に必要事項を記載し、もしプレイヤー

ンの終了時にそのアイテムを売却することができる。売却益はパー

の誰かが D&D フォーチュン・カードを獲得したのであればそれ

ティーのメンバーの間で均一に分配すること。

を君に告げる。
◆ DM を行なうために要した時間と発生させたイベントに基づい

いつ装備を買えるのか？：PC たちは、各章の開始時に装備品を購
入できる。

て与えられる、君の特別報酬を受け取る。この報酬に関する詳
細は、君のオーガナイザーに確認のこと。
各章の最後のセッションの終了時に：
◆ 冒険者たちは大休憩を取り、回復力、ヒット・ポイント、一日
毎パワーをすべて回復する。また、各人が保有するアクション・
ポイントは 1 にリセットされる。
◆ 数セッションの DM を経験してしまえば、次のセッションの準
備は簡単だ。次のセッションに関する記述を読み通しさえすれ
ば準備完了である。

グループの変更
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。これまでのセッションのうち 1、2
回に参加していないプレイヤーもいるかもしれないし、これまでは
別の DM のセッションに参加してい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。新規のプレイヤーにはこれまでにどん
なことが起きているかをざっと説明すること。また、最後の大休憩
からこれまでに、そのプレイヤーの PC が消費ずみのリソース（回復
力や一日毎パワー等）をきちんと記録しているかどうかを確かめる
こと。
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、“現在のグループが” どのような決断を下してい
るかについて調べる。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 5 人のプレイヤー
のうち 3 人が以前の遭遇で鍵を見つけていて、他の 2 人は見つけな
かったという場合、その週のセッションにおいては、そのパーティー
は鍵を持っているものとして扱う。

宝物
キャラクターがこのミニ・キャンペーンを進めていく間には、金
貨や貴重品、それに魔法のアイテムといった宝物を獲得する機会が
ある。PC たちが宝物を発見したときは、アドベンチャー内に記載

2

ランダムなアイテム
特定されていない魔法のアイテムを決定するには、以下の表に従
うか、あるいは冒険者たちのグループの必要に応じて表の中から選
択すること。

宝物表
d20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

結果
＋ 1 マジック・オーブ、ロッド、スタッフ、またはワンド（1、2、A）
＋ 1 マジック・アーマー（1、2、A）
＋ 1 マジック・ウェポン（1、2、A）
＋ 1 ラックブレード（2）
＋ 1 マジック・キ・フォーカスまたはトウム（4、B）
＋ 1 アミュレット・オヴ・プロテクション（1、2）
＋ 1 アーマー・オヴ・エスケープまたは
ローブ・オヴ・ユースフル・アイテムズ（4）
シールド・オヴ・デフレクション（1）
＋ 1 ヴィシャス・ウェポン（1）
＋ 1 セーフウィング・アミュレット（1）または
＋ 1 アミュレット・オヴ・ヘルス（2）
ベルト・オヴ・ヴィゴー（1、2）
＋ 1 クローク・オヴ・レジスタンス（2）
＋ 1 ブラック・アイアン・アーマー（1）または
＋ 1 エイボン・アーマー（4）
＋ 1 ロッド・オヴ・マライン・コンヴェイアンス（2）
ブレイサーズ・オヴ・マイティ・ストライキング（1）
またはフレイム・ブレイサーズ（2）
＋ 1 ファイアーブレード（3）または
＋ 1 コールド・フューリィ・キ・フォーカス（3）
ガントレッツ・オヴ・ブラッド（1）または
グラヴズ・オヴ・アジリティ（2）
＋ 1 アーススプリッター・アックスまたは＋ 1 タイドハンマー（3）
クロニクル・オヴ・ドーン・ウォー（3）
もう 2 回ロールすること（再度 20 の目が出た際は再ロールすること）
1．『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ』
2．『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴットン・キングダムズ』
3．『プレイヤーズ・オプション：元素の渾沌の勇者』
4．『モルデンカイネンの魔法大百貨』

（訳注）A：これらのアイテムは
『プレイヤーズ・ハンドブック第4版』参照
B：これらのアイテムは
『プレイヤーズ・オプション：元素の混沌の勇者』
をマジック・トウムは
『秘術の書』
を参照

D&D エンカウンターズのシーズンを遊ぶにあたって獲得できる最

名声の報酬
20 点の RP を獲得したプレイヤーは、Questionable Intent（怪しき

大のもののひとつが、名声ポイント（RP）である。これはプレイヤー

意図）という名の 1 枚目の D&D フォーチュン・カードを獲得する。

がセッション中、場合によってはセッションとセッションの間に成

40 点の RP に対しては Demented Assault（狂気の急襲）、60 点の RP

し遂げたことに対して与えられるものである。名声ポイントはウィ

に対しては Worth the Price（値にふさわしきもの）が与えられる。こ

ザーズ・プレイ・ネットワークのそれぞれの拠点で記録が残され、

れらのカードは、そのカードの獲得に至った回の終了直後にプレイ

それが特定の域に達すると、そのプレイヤーは D&D フォーチュン・

ヤーへ手渡される。プレイヤーはこれらのカードを獲得した後に自

カードという形での報酬を獲得する。

分のフォーチュン・カード・デッキに加えることができる。これら

プレイヤーはこのカードを現在行なっているD&Dエンカウンター

のカードはオーガナイザーから提供されるものであり、使用法や何

ズのシーズン中に使用してもよいし、次回以降のシーズンで使用す

枚ぐらい使えるかといった疑問についてはオーガナイザーに尋ねる

ることも、場合によってはその両方で使用する事もできる。それぞ

こと。

れのカードには、そのカードがどのような利益を与えるかに関する
詳細が記載されている。フォーチュン・カードの使用に関するルー
ルは、ブースター・パックに同封されている。
君は DM として、各セッションの終了時に経験点や宝物と同様に
名声ポイントを与えなければならない。しかし経験点や宝物と異な
り、各プレイヤーが獲得した名声ポイントの総計は、セッション終
了時、君がセッション記録シートをオーガナイザーに返すときに、
同時にオーガナイザーに報告しなければならないものだ。すると
オーガナイザーはそれを見て、カードを獲得したプレイヤーがいる
かどうか教えてくれる。名声の獲得に必要な事項、その頻度、そし
てポイントの値は下表の通りである。

名声ポイントの獲得
獲得に必要な事項
頻度
RP
1 回の遭遇を完遂する
セッション毎 3
新しいプレイヤーを連れてくる
セッション毎 2
名場面
1 ／章
2
瀕死状態の味方の冒険者を生き返らせる
1 ／章
2
1 体の敵に 15 以上のダメージを与える
1 ／章
2
1 回の攻撃で 3 体以上の雑魚を倒す
1 ／章
2
1 セッションで敵から 50 ダメージを被る
1 ／章
2
自分のキャラクターを作成する
シーズン毎 5
キャラクター・ビルダーでキャラクターを作成する
シーズン毎 5
エレメンタリストまたはシャーイルを作成する *
シーズン毎 2
瀕死状態になることなく8 セッション以上を生き延びる シーズン毎 5
*『プレイヤーズ・オプション：元素の渾沌の勇者』を使用する
訳注：“セッション毎” は 1 セッションに最大 1 回まで、“1 ／章” は
1 章に最大 1 回まで、「シーズン毎」は 1 シーズンに最大 1 回までこの
手段で名声ポイントを獲得できるということを意味する。

はじめに

名声ポイント

フォーチュン・カード
Dungeons & Dragons フォーチュン・カードは、危険と魔法に満
ちたファンタジー世界での冒険がいかに混沌とし、予期せぬ出来事
が起こるものであるかを演出するための、ゲームプレイの新たなサ
ポート手段である。プレイヤーはセッション開始時に、自分のフォー
チュン・カードのデッキの中からカードを引き、ゲーム中の適切な
タイミングでそのカードの利益を “起動” する。それぞれのカードは
攻撃や防御を強化したり、あるいはそれ以外の利益をプレイヤー・
キャラクターに提供したりする効果を有する。フォーチュン・カー
ドについては今後のエンカウンターズのシーズンでよりいっそう重
要なものとなっていくし、プレイヤーは報酬としてエンカウンター
ズでしか手に入らない特別なフォーチュン・カードを得るようにな
る。D&D エンカウンターズを遊ぶためにフォーチュン・カードを購
入しなければならないというわけではないが、これらのカードがあ
ればゲームはいっそう面白いものになるだろうと我々は考えている。
フォーチュン・カードはそれぞれ異なったレベルやレアリティ
（コモン、アンコモン、レア）を持つ 8 枚のカードから成るブース
ター・パックとして売り出され、ゲームの興奮をよりいっそう大き
なものとする。プレイヤーはセッションに参加する直前にパックを
開封してもいいし、あらかじめ構築したデッキを持ってセッション
に参加するのでもいい。このサポートの恩恵をしっかり受けたいと
考える向きには、セッション毎にブースター・パックを 2 つ購入す
るか、あるいはフォーチュン・カード・ルール（ルールはブース
ター・パック内に同封されており、また、www.DungeonsandDragons.com（英語）でも閲覧可能）に従って構築したデッキを持参するこ
とを推奨する。今シーズンの D&D エンカウンターズで購入し、使
用できるセットは Spiral of TharizdanTM である。

新しいプレイヤーを連れてくる：このポイントは、既存のプレイヤー
が、今まで D&D エンカウンターズに参加したことのないプレイヤー
（今シーズンおよびこれまでのシーズンを含めて）を 1 人連れてくる
毎に与えられる。
名場面：そのセッションでのプレイにおいて誰かが何か独創的な、
あるいは勇敢な、もしくは単に格好良いことをした場合、DM はこ
の賞を与えることができる。また、他のプレイヤーたちに、ある行
動が賞に値するかどうか投票させてもよい。

戦術的配置
このアドベンチャーでは、個々の遭遇について、モンスターの配置
やPCたちの開始エリアを含む戦術的セットアップの一例を提供して
いる。それぞれの遭遇の戦術マップは、その遭遇のセットアップのほ
んの一例を示しているに過ぎない。モンスターや冒険者たちのトーク
ンを配置するにあたって、マップ上に示された場所では適当でない
と思えた場合、君はその配置を変更することができる。君たちの冒
険がどのように遊ばれてきたかという物語の流れこそが、キャラク
ターやクリーチャーの配置を決定する決め手となるべきなのだ。例え
ば、あるキャラクターがこっそりとモンスターたちの背後に回りこんだ
のであれば、そのプレイヤーのトークンないしフィギュアを適切な位置
に配置させるべきなのだ。
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冒険の背景

このブレイグ・デーモンさえいれば、自分の軍のための兵士が無
しもべ

ずっと昔、かつての権力と栄光を取り戻さんと必死になっていた

限に作り出せると考えたザルナクは、この古い寺院に弟たちと僕た

サブラク氏族のドワーフたちは、日没山脈の闇の勢力と関わりを持

ちを集めた。狂気の見者は、手始めにイースティングを征服し、そ

つようになった。その結果、そのドワーフたちが成し遂げたのは、

こから疫病を蔓延させて、可能な限り多くのプレイグ・デーモンを

彼ら自身の孤独と狂気を生み出すことだけだった。彼らの氏族はい

作り出そうと企てたのである。

よいよもって小さくなり、そして堕落していった。今や、この氏族
はわずか三人の兄弟がひとにぎりの残ったドワーフたちを率いるも
のとなり果てている。
三兄弟のうち、ザルナクは最も年長で、そして最も強大な力を持っ
ている。彼は見者だが、その精神は遥か昔、“旧き元素の目” の名で
知られる太古の邪悪と接触したときに砕け散ってしまっている。こ
のザルナクから、次兄のアズリグは元素を制御する術を学んだ。末
弟のジャカイアンは、誤った兄弟愛と二人の兄への恐怖から、一族
に仕えている。
最近ザルナクは、正気を奪うがごとき恐るべきヴィジョンを見た。
そして街道の交わるところにある村イースティングの近くの、ウー
ズと異形クリーチャーの神ゴーナドウアに捧げられた古代の寺院に
気づいたのである。その社の奥深くにザルナクが見出したのは、ゴー
ナドウアの秘密の聖域ではなく、この世界にひっそりと侵入した奈
落の疫病であった。彼はまた、この疫病による苦痛を、そしてその
犠牲者を操る術を身に付けた。この疫病に罹ったものは、最終的に
は死ぬか、でなければプレイグ・デーモンになってしまうのである。

冒険の概略
以下は各セッションの概略である。
セッション0：冒険に先立って、プレイヤーたちは 1 レベル・キャ
ラクターを作成するための別セッションを遊ぶ。本セッションにお
いて、DM である君の仕事は、彼らが種族やクラス、そして背景を
決定する手助けをし、また本文 P.6 で説明するように、彼らにどの
ようなオプションや情報ソースが利用可能であるか教えることであ
る。
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交易都市イアリーエイボア（フォーゴトン・レルムのハートラン
ズにある一都市）の指導者たちの命をうけ、パーティーは街道の交
わるイースティングという村で発生した謎の疫病の調査に向かう。
調査の結果、冒険者たちは疫病の源――日没山脈の中の秘密の寺院
にたどり着く。
セッション1：PC たちはイースティングでの疫病発生について調
査する。村に着いた冒険者たちは、村じゅうが恐怖に囚われている

“旧き元素の目”とはなにものか？
“旧き元素の目”は、フェイルーンではまったく知られていないが、タ
リズダン神のことである。タリズダンは “時” が始まって間もないころ
に “全き悪のかけら” を見つけ、奈落ができあがるのに手を貸した。
その過程において精神こそずたずたになったものの、代わりに彼は
膨大な力を手に入れた。
その後、宇宙の支配をたくらんだタリズダンは、元素のクリーチャー
たちを騙して従わせ、その狂った命令をきかせるための仮面として
“旧き元素の目” を作り上げた。タリズダンのたくらみを知った他の
神々は、彼に対して怒り狂った。結局神々はタリズダンを打ち倒し、
彼を奈落の遥か遠い層に幽閉した。勝者たちはタリズダンの名を
歴史から抹殺し、彼を“鎖につながれた神”と名付けたのである。
1340DR、タリズダンの囁きは、チェセンタの狂信者たちのもとに
届き、それで彼はトリルへの足がかりを獲得した。この狂信者集団
は 破 壊された。 様々な集 団 が 現 れては 消えたが、その 中には
1479DRにアカヌールで興ったプレイグ・デーモンのマーマー（“つ
ぶやく者”ほどの意）の狂信者集団も含まれていた。この集団も正義
の手によって滅ぼされたが、それまでにタリズダンの忌まわしき存在
はフェイルーンの奥深くに入り込んでいたのである。
タリズダン自身はその牢獄から脱出することはできないが、彼の意
志の精髄はそこから抜け出していく――それは、銀色に縁どられ、金
色にきらめく赤い液体として目に映る。この物質はヴォイドハロウ（訳
注：造語であるが、敢えて言えば“虚無の苦痛”ほどの意）
として知ら
れ、奈落の疫病の原因となる。この疫病によって生まれるデーモンた
ちは、“鎖につながれた神” の意志に仕える。そしてこの神の究極の
目的は、
自由になることなのである。
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ことを知る。疫病の発生は、見てすぐわかるものだ。イースティン
グの 2 人の指導者たち、エヴェンドゥア師とアルヴィーン卿は病人
たちをどうすればよいものか決められずにいる。冒険者たちが何か
助言をする前に、病人たちはデーモンに変わり、襲いかかってくる。
最終的に PC たちはこの問題の元凶である狂信者の 1 人――ジャカ
イアン・サブラクを捕える。
セッション2：ジャカイアンの尋問から、ゴーナドウアの狂信者集
団が疫病をばらまいていることがわかる。この狂信者集団の隠れ家
は、イースティングから南に数時間のところにある日没寺院だとい
う。寺院への途上、川を渡ろうというときに、狂信者たちが PC た
ちに襲いかかる。
セッション3：日没寺院をとりまく荒れ地は、安全とは程遠い困難
な道である。荒れ地の中で、PC たちは 2 体のドラウの斥候と、その
ペットの蜘蛛どもに遭遇する。最初の出会いこそ敵対的だが、この
ダークエルフたちは、有用な情報を教えてくれる可能性もある。

第2章
英雄たちは、打ち捨てられたゴーナドウアの寺院が、“旧き元素
の目”を信奉する狂信者どものねぐらとなっていることを見出す。
セッション4：大休憩のあと、冒険者たちは日没寺院に入る準備を
整える。寺院に入るときに、PC たちは魔法の護りを起動してしまい、
そして元素クリーチャーたちが現れる。
セッション5：寺院の中で、アズリグ・サブラクとその他の狂信者
たちが PC たちに襲いかかる。この護り手たちを打ち倒せば、冒険
者たちは寺院の一部を探索し、そこの住民たちを助け出すことがで
きる。彼らは謎めいた、しかし重要な情報を教えてくれる。

セッション9：冒険者たちは、自分たちが“黒き嚢胞”ではなく、イー
スティングの悪夢じみた鏡像の中に囚われているのに気付く。手遅

り手たちと出会った瞬間、状況は一変する。

れになる前に幻影の中から抜け出すには、PC たちは周囲にある希

セッション7：寺院のより深奥へと探索を進めるには、PC たちは
大聖堂の祭壇を抜けねばならない――が、祭壇は突然、怪物じみた

はじめに

セッション6：パーティー一行は、大した抵抗にも遭わずに寺院の
上階の探索を終える。しかし PC たちが寺院の大聖堂の熱狂的な護

望の要素を解き放ち、この幻影を作り出したクリーチャーを殺さね
ばならない。

アジュア・ジェリーに姿を変える。このウーズを殺すと、真の聖域

セッション10：幻影は崩壊し、PC たちは “黒き嚢胞” にたどり着い

―― “目の寺院”への道が開ける。PC たちが安全に大休憩を取るだけ

て、狂えるドワーフの見者ザルナクと、そして彼が溜めこんだヴォ

の時間はある。

イドハロウと対決する。ザルナクを倒す間に――あるいは倒した後、
パーティー一行は奈落の疫病の元凶を破壊するか浄化しなければな
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らない。その仕事が終われば、英雄たちは安全にイースティングに

冒険者たちは寺院の心臓部へと進んでゆく。彼らはついに “目の
寺院” の中の、疫病の元凶を破壊する。イースティングに、そして
イアリーエイボアに凱旋したパーティー一行は、都の路上で復讐に
燃え狂うタリズダンの狂信者どもと対決することになる。
セッション8：PC たちは、4 つの元素の道のうち 1 つを選んで迷路
を抜ける。魔法、危険要因、そして護り手たちが行く手を塞いでい
る。ついに冒険者たちは “目の寺院” にたどり着く。そこで彼らはね
じくれたエレメンタルたち、そしてデーモンどもと戦い、寺院の最

戻ることができる。村は救われる。
セッション11：数日後、PC たちは任務成功の報告のため、イアリー
エイボアに戻っている。受け取った報酬を楽しんでいるとき、変装
したドラウが 1 人、PC たちに近づき、タリズダンの脅威はまだ終わっ
ていないと警告する。裏切り者のドラウが “旧き元素の目” の狂信者
どもの集団を率い、英雄となった冒険者たちに復讐しようとしてい
るというのだ。最終的に、英雄たちはさらなる冒険への鍵を手に入
れる。

も深い心臓部、“黒き嚢胞”（訳注：嚢胞とは、内部に液体が詰まっ
た袋状の構造が生物の組織内に病的に形成されたものを指す）へと
至るポータルへの道を開かねばならない。

下級奈落の疫病
このアドベンチャーにおいて、PC たちは奈落の疫病に罹患する

遭遇を調整する
それぞれの章は、キャラクターのレベルが章の数値と等しいもので
あることを想定している。というわけで君は、レベルの相違やプレイ
技術に差があるといった理由で、自分の卓にふさわしいように遭遇
を調節する必要が出てくるかもしれない。プレイヤーたちがこてんぱ
んにやっつけられるなどということなく確実に楽しめるようにするた
め、
自分にできることをすること。
“弱い” パーティー：君の卓にいるのが弱いパーティー――キャラ
クターが4名しかいない、
もしくは、ほとんどまたはすべてのプレイヤー
がD&D初心者である等――の場合。もし君のパーティが弱いので
あれば、遭遇からもっともレベルの低い、もしくはもっとも重要性の低
い、雑魚でないモンスター1体を取り除くこと。PCたちがあまりに苦
労しているようだったら、こっそりと遭遇を調整してもよい。例えば、
キャラクターは攻撃をヒットさせたがそのモンスターを盤面から除去
するにはもう数ヒット・ポイント必要という状態の時に、
そのモンスター
が死んだことにしてしまうなど。
“強い” パーティー：君の卓にいるのが強いパーティー――キャラ
クターが6名いる、もしくは、ほとんどまたはすべてのプレイヤーが
D&D第4版を遊び込んでおり、もっと歯ごたえのあるものを求めてい
る等――の場合。もし君のパーティが強いのであれば、遭遇中もっ
とも単純な雑魚でないモンスターで、そのレベルが遭遇レベルと最も

可能性がある。この病気の進行は次のとおりである。
下級奈落の疫病
レベル 3 の病気
Lesser Abyssal Plague
この病気に罹患した者の身体はゆっくりと血のにじむ傷や水ぶくれで覆われてゆき、
ついには赤い結晶が伸びてくるようになる。その結晶の表面には網状の銀線が走り、
また、きらきらとした金色の微粒子が散っている。
第0段階：目標はこの病気から回復する。
第1段階：第1段階にある間、
目標の体表の10％は傷や結晶で覆われ、また目
標は回復力1回ぶんを失う。
第2段階：第2段階にある間、
目標の体表の50％以上が傷や結晶で覆われ、ま
た目標は回復力1回ぶんを失う。また、
目標はAC、頑健防御値、および反応防
御値に－2のペナルティを負う。
第3段階：第3段階にある間、
目標の体表の90％以上が傷や結晶で覆われる。
また、
目標はAC、頑健防御値、および反応防御値に－2のペナルティを負い、
減
速状態となる。さらに、この病気のデーモン的な本質が大きく現れるにつれ、
目
標は徐々に混乱し、混沌とした振る舞いを見せるようになる。
判定（第1段階または第2段階）：大休憩の終了時毎に、
目標は
〈持久力〉
判定
を1回行なう。
8以下：病気は1段階進行する。
9〜12：変化なし。
13以上：病気の段階は1段階減少する。
判定（第3段階）：大休憩の終了時毎に、
目標は
〈持久力〉判定を1回行なう。
8以下：目標は死ぬ。
9〜20：変化なし。
21以上：目標は鞭打つ混沌のプレイグ・デーモンに変化する。

近く、かつ遭遇レベルより高くない値のものを1体増やすこと。もし、
強化した遭遇が難しくなりすぎてしまっていることがわかったら、上記
の “弱いパーティー” の項目で説明したのと同様にこっそり遭遇を調
整しなおすこと。
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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作成をさせることを意図している。
プレイヤーたちは以下に示す作成オプションを使用することができ
る。
本シーズンでは、プレイヤーたちはキャラクターを作成するのに、
『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ

墜ちた地の勇者』、

『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダム

忘れられた

王国の勇者』、および『プレイヤーズ・オプション：元素の渾沌の勇
者』収載のデータを使用することができる。また、これらの製品を
サポートしているDragon®誌に記載されたルールも使用可能である。
このセッションに参加できなかったプレイヤーは、どこかでキャ
ラクターを作成してきてもよいし、あるいはプレイ・キットに含ま
れる作成済みキャラクターのどれかを使用してもよい。セッション
に参加するにあたり、すべてのプレイヤーは、自分のキャラクター
を持ってこなければならない。

種族オプション
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』に収載さ
れたいずれの種族（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、ヒューマン）を選択してもよい。本シーズンは元素関連の
テーマを強く打ち出していることから、プレイヤーは種族として
ジェナシ（『フォーゴトン・レルム・プレイヤーズ・ガイド第 4 版』
に収載）を選択することもできる。

クラスのオプション

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

『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ』および『ヒーロー

を変更することができる。変更を望むプレイヤーは、自分が今シー

ズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダム』に収載のクラスに加え、

ズン中それまでに得た経験点と等しい経験点を持つ別のキャラク

プレイヤーは『プレイヤーズ・オプション：元素の渾沌の勇者』より、

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

エレメンタリストおよびシャーイルを選択することもできる。

宝物やアイテムが次のキャラクターに引き継がれることはない。

成長

キャラクターの死

各遭遇の終了時に、君は経験点、宝物、そして名声点を与える。

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

各遭遇の「報酬」の項には、PC たちが獲得する経験点の合計値が記

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の回復力

されている。この合計値には、遭遇に対して与えられるものに加え

使用回数をさらに 4 減らして次のセッションに持ってくることもで

て、探索行動や物語に関して与えられるものも含まれている。パー

きるし、全く新しい適切なレベルのキャラクターを持ってくること

ティーの人数やプレイヤーの参加人数によらず、PC たちはみな、

もできる。キャラクターが死亡したときに回復力が 4 未満だった場

同じだけの経験点を獲得する。プレイヤーは自分が獲得したものを

合でも、次セッションでそのキャラクターを使用することはできる。

D&D エンカウンター記録用紙に記入し、君は各プレイヤーが獲得し

そのキャラクターは、回復力使用回数はゼロ、ヒット・ポイントは

た名声ポイントをオーガナイザーに報告する。

最大という状況で次セッションを開始する。“8 セッション以上死な

レベルアップ：プレイヤーは、自分のキャラクターをレベルアッ
プさせるのに、大休憩のタイミングまで待つ必要はない。D&D エン

ずに生き延びる” 事による名声ポイントが得られなくなること以外
に、死亡したことによってペナルティを受けることはない。

カウンターのプレイでは、プレイヤーがキャラクターの成長を経験
できるように、経験点を通常よりも多く与えるシステムを採用して
いる。すべてのセッションに参加したプレイヤーのキャラクターは
第 2 章の開始時には 2 レベルに、第 3 章の開始時には 3 レベルに成

L e e M oy e r

長する。
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〈歴史〉：イースティングの人々は、農牧業（多くは畜産）と、他に

イアリーエイボアの指導者たちは PC たちを雇い、イースティン
グの村に行って疫病の噂について調べてくるように命じる。PC た
ちが全員この任務を引き受けたという前提で物語は始まる。

セッション1：イースティングの疫病
パーティーがイースティングに到着したところから冒険は始まる。
開始の準備ができたら、以下の文章を読み上げること。
イアリーエイボアの指導者たち――レディ・ブロンと商人会議――
は君たちの一団を雇い、イースティングの村に行って、“奈落の疫病
が流行りだした” という噂について調べてくるように命じた。“奈落の
疫病” というのは、この病に罹ったものはデーモンに変わってしまうか
もしれないという、超自然の病気である。ウェストゲートへ向う “交易
たかみち

者の道”という街道から、コアミアへ向う“高道”という街道が枝分れす
る分岐点に、イースティングの村はある。この村は、交易路にとって
非常に重要な拠点であり、失うわけにはいかないのだ。
イアリーエイボアの指導者たちは君たちにそれぞれ 50gp ずつを前
金として支払い、そして、もし何かまずいことが起きていて、その解
決に力を貸してくれたならさらに支払うと約束した。君たちの仕事は
噂の真偽を確かめ、もし噂が本当であったなら、何らかの手を尽くし
て病を終息させることだ。任務をどうやって達成するかについては君
たちの裁量に任されている。しかし、件の疫病が超自然のものである
ということからすれば、その源と、そして犠牲者たちを早急に “滅す”
ことだけが、疫病を止める唯一の手段となるだろうとも、指導者たち
は言っていた。
プレイヤーたちに、自分のキャラクターの自己紹介をし、キャラ
クターについて説明するように促すこと。冒険者たちはこの 2 日間
を一緒に旅しており、親友同士とはいかないまでも、互いのことを
よく知ってはいる。

知識
PC たちは全員、“奈落の疫病” の名前、そしてそれが犠牲者をデー
モンに変えてしまうらしいということについて、聞いたことがある。
また、イースティングが農業と商業で成り立つ小さな村であるとい
うことも知っている。PC たちの中に博識な者がいれば、プレイヤー
たちはより多くを知ることができるだろう。以下の技能を習得済み
の者は誰でも、それに関連する事実を知っている。
〈治療〉：この疫病に感染したクリーチャーの体表にはじくじく
とした生傷や水ぶくれが広がり始め、ついには真紅の結晶が体から
生えてくる。その結晶の表面は血管のような銀の線で覆われ、また
内部は金色にちかちかと光る。感染したもののうち、ほぼ半分は助
かる。4 分の 1 は死に、そして残りは皆デーモンになってしまう。
この病は飲食物を介しても伝染する。
〈魔法学〉：この疫病はデーモンを作り出す。それは破壊をもたら
す獣じみたクリーチャーで、疫病を蔓延させ自分の仲間を増やそう
とする存在である。このデーモンによって傷を負わされると、犠牲
者はそこから感染する可能性がある。

はイアリーエイボアやコアミア、ウェストゲートへ向かう交易の
キャラバン相手のサービスで生計を立てている。ほとんどの村人た

第１章

第１章

ちは周辺の農場牧場から食物を得ている。
プレイヤーの準備ができたら、以下の文章を読み上げること。
一日中旅したあと、君たちはイースティングに到着した。広い道は
イースティングの中央広場に通じており、広場の真ん中の木陰には大
きな池がひとつある。道沿いには木造の家が並んでいる。村の広場に
ある3 階建ての建物は、家というよりは砦のように見える――その建
物の正面扉には、樽から水を飲む雄牛の姿を描いた看板が下がってい
る。その向かいには、白い漆喰で塗られた寺院がある。
通りを眺めているものは誰もいない。扉も鎧戸もすべて固く閉じら
れている。物の焦げた臭いが鼻をつく。一番村はずれの建物が、その
基部から焼け落ちているのだ。

村を探索する
村人たちは家の中に立てこもっている。彼らは扉を開けようとは
しないが、ついに助けがやってきたことには安堵した様子で、扉や
鎧戸越しに話してくる。いくらか言葉を交わしたあと、村人たちは
PC たちに、寺院に行くように、そこにはエヴェンドゥア師とアル
ヴィーン卿が立てこもっているからと教えてくれる。冒険者たちの
興味を引きそうな場所は 4 ヶ所あり、村の外から大通り沿いに PC
たちが近づくであろう順番で、以下に説明する。
焼け落ちた建物：これは大きな家の残骸である。近くに、大急ぎ
で掘ったばかりらしき墓が5つある。PCたちが墓穴を調べると、様々
な年齢のヒューマンの焼けた亡骸が見える。PC たちが墓を掘り起
こしたなら、その亡骸は焼け死んだものであることがわかる。
〈知覚〉難易度 12：その場の足跡から、人々は近所の建物を延焼
から守ろうとはしたものの、この建物の火を消そうとしたものは誰
もいないことがわかる。燃えた建物の窓や扉は外側からふさがれて
いる。
〈治療〉難易度 12：PC たちが墓を掘り返したなら、死者の数名は
明らかに“奈落の疫病”に感染していたこともわかる。
チョーンティーアの寺院：大いなる母、自然と農耕の女神チョーン
ティーアは、イースティングで第一に信仰されている神格である。
彼女の寺院は大きな、開かれた石造りの建物である。その白い壁に
は大きな窓が切られ、年経た漆喰の上を葡萄や薔薇の蔓が覆ってい
る。正面扉のところには、足元に子羊たちをじゃれつかせた、女性
的な曲線美を強調した石像が立っている。建物の中央には飾り気の
ない祭壇が据えられている。出口の一方は、建物の後ろの壁で囲ま
れた花の咲き乱れる庭園と、小さな石造りの小屋へと続いている。
庭園の中では、エヴェンドゥア師とアルヴィーン卿が、今後何をす
べきかについて議論を戦わせている。「白熱する議論」の項目へ進む
こと。
涙の社：村の中心近くの大きな樫の木の根方には、香を焚いた跡
と血痕の残る、小さな簡易祭壇がある。祭壇には、三粒の涙を囲む
三角形が彫り込まれている。冒険者たちは、猫の亡骸があるのも見
つける。
〈宗教〉難易度 8：このしるしは病の女神タロウナのものである。
この社と生贄は彼女をなだめようとしたもので、村がとらわれてい
る恐怖の明らかな現れである。
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“渇いた雄牛亭”：この村の大きな宿屋兼居酒屋は、近くにある大
きな共同避難所や共同倉庫とともに、キャラバンのための宿とも
なっている。倉庫の扉は外側からふさがれている。干し草用フォー
クを手にしたがっしりした村人 2 人の傍で、レザー・アーマーを着
込んだ若い剣士が 1 人、護衛の任に当たっている。
この若者はアルヴィーン卿の献身的な従者で、名をヘンダーと言
う。彼は疲れきっているが、客人には友好的に振舞う。2 人の農夫
の名はナルスとランダルである。陰鬱で厳しい表情の彼らは、（ア
ルヴィーン卿と同じく）、村の残りの者を救うために、疫病の犠牲
者は殺さねばならないと信じている。
ヘンダーは PC たちに、ここで最も腕利きの戦士であるアルヴィー
ン卿は、最近の出来事（例の家が焼け落ちたこと）の後、感染した村
人たちを全員この倉庫に連れてきたのだと言う。エヴェンドゥア師
とアルヴィーン卿は、寺院の中で次にどうすべきか議論している。
決定が下されるまで、誰も倉庫には入れないことになっている。と
はいえ、PC たちが倉庫の扉を開けようとした場合、護衛たちはダ
メだとは言うものの実際にはなにもしようとはしない。彼らの制止
にもかかわらず PC たちが扉を開けてしまった場合、次ページの戦
闘遭遇『アウトブレイク』に進むこと（訳注：“アウトブレイク” は伝染

村の指導者たちについて、以下に述べる。
司祭：エヴェンドゥアは、灰色の髪を短く刈り込み、いかにも風雨
に晒されたといった顔立ちの老人である。鷲鼻で緑色の目は鋭く、
常に目の前のものを値踏みしているように見える。彼の持ち物と言
えば、飾り気のない茶色のローブと皮のサンダルだけである。
エヴェンドゥア師はこの地と生命とに深い愛を注ぐ、忍耐強く物静
かな人物である。彼は50年近くイースティングに暮らしている。現在、
彼は村人ひとりひとりの名を知っており、全員から、好かれているかど
うかはともかく、尊敬されてはいる。
騎士：アルヴィーンは30歳前後の筋骨逞しい女性である。彼女
は長い金髪を編み、熱っぽい青い瞳をしていて、そしてその顔と両手
には、水ぶくれの初期の兆候がある。彼女の左腕には包帯が巻か
れている。バスタード・ソードとダガーで武装した彼女は、コアミア
のパープル・ドラゴン・ナイトのプレート・アーマーと陣羽織を身に
付けている。
彼女はこの村に住んで2年になり、イースティングを守ると固く誓っ
ている。彼女の義務の意識は強いが、病のために彼女の感覚は歪
められている。この熱さえなければ、彼女は病人を全員殺せなどと
は言い出さなかったはずだ。

K i e r a n Ya n n e r

病の発生、あるいは感染の爆発的な拡大の開始の双方を意味する）。

イースティングの指導者たち
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◆ エヴェンドゥアはキュア・ディジーズの儀式（『プレイヤーズ・

PC たちが寺院に近づいていくと、近くの庭から響いてくる論争

ハンドブック第 4 版』P.305）を知っているが、寺院には儀式を 1

の声を聞きつける。近づくうちに、PC たちは議論の一部を聞き取っ

回執行するだけの構成要素もない（ジャカイアンは、レシディウ

てしまう。

ム――儀式構成要素として使える銀色の粉――を持っている。

PCたちが声をはっきりと聞き取れるようになったら、以下の文章を読
み上げること：
大声が寺院の静寂を破る。一方は年老いた男の声で、もう一方は力
強い女性の声だ。
男の声が言う。
「私はあの人たちのほとんどを生まれた時から知って
いる。それをあんたは殺せと言うのか？ 全員が全員デーモンになるわ

P.10 の戦闘遭遇『アウトブレイク』の“報酬”の項目を参照のこと）。

セッション1

白熱する議論

◆ エヴェンドゥアもアルヴィーンも最初は折れようとはしないが、
いくぶんか妥協させることはできる。エヴェンドゥアは、この
病気で数人が死に、他のものは回復したのだと指摘する。デー
モンに変わる可能性があるのはわずかなのだ。アルヴィーンは、
そのわずかなデーモンでも、村人たちには手に負えないという
ことを指摘する。

けではない！ まさか病があんたの口を借りてしゃべっているわけでは
あるまいな？」
女の声が言う。
「私が死ねば、あの連中がデーモンに変わったとき
に誰もあなたを助けられない。そうなったら、どうなる？」

どこかの時点で、エヴェンドゥアとアルヴィーンは PC たちに、
病気の村人たちの様子を見てくるとよいと言う。彼ら 2 人ともが病
気の元凶に関する重要な手掛かりを見落としているのかもしれない
し、冒険者たちがどうにかして犠牲者の苦痛を和らげることができ

外から干渉されない限り彼らは議論を続け、決して合意には達し

るかもしれない。指導者たちは PC たちを倉庫へ案内するが、そこ

ない。PCたちが到着すると議論は中断され、指導者たちは立ち上がっ

で厄介事が持ち上がる。次のページの戦闘遭遇『アウトブレイク』に進

て冒険者たちに挨拶する。PC たちが自分たちの目的を明らかにす

むこと。

ると、2 人の指導者たちは以下の情報を話してくれる。
◆ 症状が最初に現れたのはおよそ 10 日前のことである。アル
ヴィーンとエヴェンドゥアは、疫病に関する情報について、PC
たちが知らないことはすべて教えてくれる。
◆ 複数名の村人が、同時に感染の兆候を示した。村の近辺にデー
モンがいた様子はなく、この疫病の発端が何であるかは不明で
ある。このため、指導者たちは外部からの影響の可能性につい
て心配している。
◆ 村には “奈落の疫病” に対抗する手段がなかったため、助けを求
める伝令が即座に送り出された。そして最初にやってきた救い
の手が PC たちである。
◆ 2 日前、犠牲者の 1 人がデーモンに変わった。アルヴィーンはそ
のクリーチャーを殺したが、自分も無事ではなかった。彼女は
現在感染している。その戦闘の直後、怯えた村人たちは犠牲者
の家族の残りをその家の中に閉じ込め、火を放った。アルヴィー
ンとエヴェンドゥアがなんとか秩序を取り戻すまでに、５人が
むごたらしく死んだ。
◆ この 2 日のうちに、アルヴィーンは総勢 11 人の感染者を共同倉
庫に集めた。指導者たちが知る限りにおいて、すべての疫病の
犠牲者が集められている。
◆ アルヴィーンが病人たちを集めたのは看護をしやすくするため
だとエヴェンドゥアは思っていたが、現在彼女は、自分が死ぬ
前に、彼らを苦しまないように素早く殺してやりたいと考えて
いる。エヴェンドゥアはその計画をとんでもないものだと考え
ている――感染者の全員がデーモンになるわけではなく、助か
るものもいるのだ。アルヴィーンは自分の戦術こそが村にとっ
て最上であると信じている。彼女はそう長いこと人々を守り続
けられず、また彼女がいなければ人々はデーモンに立ち向かう

T y l e r Wa l p o l e

こともできないのだ。
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アウトブレイク

味方となるNPC
エヴェンドゥア師、アルヴィーン卿そしてヘンダーは手を出さず、

遭遇レベル 1

PC たちがモンスターに対応している間、病に伏せている民を戦場
から運び出す。農夫の衛兵二人は、戦いが始るやいなや逃げ出す。

セットアップ

君は残っているノンプレイヤー・キャラクター（NPC）を使って、こ

ジャカイアン・サブラク；ドワーフのこそ泥（J）
鞭打つ混沌のプレイグ・デーモン（L）

4体

ジャカイアン・サブラクはイースティングを監視してきた。PC
たちがこの村にたどり着いたなら、彼はただちに上役へとメッセー
ジを送り、そして裏口から納屋に忍び込む。
PC たちが納屋に到着したなら、アルヴィーン卿は街道に一番近
い扉を開き、中に入れるようにする。
扉を開いたなら、以下の文章を読み上げること：
納屋の中からは、腐りかけた肉、汗、汚れた藁の悪臭がした。薄暗
がりの中に見えるのは、急ごしらえのベッドに横たえられた、幾人か
の病人の姿である。と、扉の開くのと同時に、病人の一人がしゃがれ
た叫び声を上げた。らんらんと光る突き出た眼、
表皮に赤い甲羅を持っ
た蛙じみたモンスターが影の中から現れ出でたのだ。
PC 側、モンスター側のいずれも不意を討たれた状態とはならない。
イニシアチブをロールし、アルヴィーンが開いた扉に近いキャラク
ターは戦闘を開始すること。

C
L
LADDER

C

C
L
C
C

LADDER

L

C
L

LADDER

C
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J

の遭遇にドラマ性を加えても良い。そうした NPC はモンスターの脅
威にさらされたり、PC たちを窮地から救ったりするのである。ど
ちらの場合でも、NPC 達はジャカイアンのことは地元の鋳掛け屋（訳
注：鍋や釜など、日用の金物の修理をする職人の意）としか思って
おらず、PC たちに立ち向かう振る舞いをみて大いに驚く。NPC た
ちはジャカイアンを殺さないようにと忠告する。
ジャカイアン・サブラク、ドワーフのこそ泥（J）
レベル 3 奇襲役
中型・自然・人型
hp：39；重傷値：19
イニシアチブ：＋8
AC17；頑健15、反応16、意志14
〈知覚〉
＋6
移動速度：5
夜目
特徴
シャドウ・マニピュレイション／影操作
ジャカイアンが隠れるための
〈隠密〉判定を行なうためには、良好な遮蔽や完全
視認困難は必要でなく、通常の遮蔽または視認困難があるだけで良い。また、
隠れた状況から移動を開始し、移動の終了地点で遮蔽または視認困難を有
しているなら、ジャカイアンは隠れたままである。
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
ジャカイアン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
ジャカイアンは、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・スローを行なうことができる。
ステルシー・ステップ／隠密の歩法
ジャカイアンは3マス以上移動しても
〈隠密〉判定にペナルティを受けない。また
疾走した時でも－5のペナルティしか被らない。
アンシーン・ストライク／不可視の打撃
ジャカイアンは、彼自身のターン開始時に彼を見ることができていなかった目標
に対し、5の追加ダメージを与える。
標準アクション
mバトルアックス
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋4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）；＋8対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ。
技能：〈隠密〉＋9、
〈盗賊〉＋9、
〈はったり〉＋7
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】10（＋1）
【耐】15（＋3）
【知】10（＋1）
【魅】12（＋2）
属性：悪
言語：共通語、
ドワーフ語
装備品：レザー・アーマー、バトルアックス、ハンドアックス×3

戦術
ジャカイアン：この赤毛のドワーフは戦いのまっただ中からは距
離を置き、潜み隠れたままでいようとする。彼は好機とみれば常に
攻撃を行なう。デーモン達は彼のことは味方だとは考えていない。
ゆえに彼はできるだけデーモン達から離れていようとする。
カルトの計画の邪魔になる前に冒険者たちを殺そうとしているも
のの、ジャカイアン自身は臆病者である。彼は、角に追い詰められ
たり、重傷になったり、デーモン達がいなくなったならば、早々と
降伏する。彼は逃亡するリスクは犯そうとせず、自分は無理強いさ
れて村の敵となっていた、価値ある情報を握っていると大声で叫ぶ。
プレイグ・デーモン：デーモン達は “病気に感染しておらず、目に
つきやすい相手” を好んで目標とする（これはジャカイアンにとって
好都合だ）。デーモンはそれぞれ一体の敵を選び、その敵をつかん
で（可能なら納屋の二階へ）引きずって離れようとする。もしも同じ
目標を選んだ場合、デーモン達は（ロールプレイ的演出として）互い
に噛み争うが、実際に攻撃するわけではない。各デーモンは、現在
自分が相手している目標が重傷になったり気絶状態となったなら、
目標を他へと切り替える。重傷となったならデーモンは怒りに駆ら
れ我を忘れる。そうなったならば、デーモンはただ殺戮の徒となる。

このエリアの情報
明るさ：納屋の外は “明るい”（太陽光）。納屋の奥部屋は扉や窓が
開いているのでない限り、“薄暗い” である。扉や窓が開かれている
なら、納屋の中はすべて“明るい照明”となる。
納屋：この木製の建物の高さは 20 フィートである。二階建で、

セッション1

鞭打つ混沌のプレイグ・デーモン（L） 4 体
レベル 1 遊撃役
中型・元素・野獣（デーモン）
hp：30；重傷値：15
イニシアチブ：＋5
AC15；頑健13、
反応14、
意志12
〈知覚〉＋1
移動速度：8
暗視
特徴
ローン・プレデター／はぐれを狩るもの
このデーモンが他のクリーチャーに隣接していない敵に攻撃をヒットさせたな
ら、その敵に対してこのデーモンは1d6の追加ダメージを与える。
プリング・グラブ／つかんで引きずる
このデーモンは自分がつかんでいる目標を、
自分が移動するあらゆるアクション
の一部として移動させることができる。
標準アクション
mバイト／噛みつき
（
［病気］
）
◆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。遭遇終了時に目標はセーヴィング・スローを行なう。
失敗したら目標は下級奈落の疫病
（第1段階）
に罹患する。
M ラッシング・アソールト／鞭打つ猛攻◆再チャージ：このデーモンのバイトが
ヒットした時
必要条件：このデーモンがいかなるクリーチャーもつかんでいない。
効果：このデーモンは移動速度分までのシフトを行ない、その移動の任意の
地点で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：1d8＋4ダメージ、さらにデーモンは目標をつかむ
（脱出難易度12）。
マイナー・アクション
M タン・ラッシュ／むち打つ舌◆無限回
必要条件：このデーモンがいかなるクリーチャーもつかんでいない。
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：デーモンは目標を1マス横滑りさせる。
トリガー型のアクション
ヴァリアブル・レジスタンス／選択式抵抗◆遭遇毎
トリガー：このデーモンが［酸］、
［電撃］、
［火］、
［雷鳴］、または
［冷気］
ダメー
ジを受ける。
効果（フリー・アクション）：このデーモンは遭遇が終了するまで、
トリガーとな
ったダメージ種別に対する抵抗5を得る。
【筋】14（＋2）
【敏】17（＋3）
【判】12（＋1）
【耐】14（＋2）
【知】2（－4）
【魅】10（±0）
属性：混沌にして悪
言語：―

街道に近い正面扉の上の天井には、二階へ続く二枚戸、そして滑車
がある。奥の間に積み重ねられた貯蔵コンテナ以外、床は急造のベッ
ドと藁で覆われている。納屋の一階の天井には大きな開口部があり
（地図参照）、梯子によってやはり藁に覆われた二階へ昇る。
窓：これらの窓には硝子ははめられておらず、鎧戸はかんぬきで
閉じられている。いかなる移動であれ、〈運動〉判定難易度 12 に成
功すれば、これらの窓を打ち破って通り抜けることができる。
藪：これらの植物で占められているマスは移動困難な地形であり、
“軽度な隠蔽”である。
民（C）：病気に感染した村人 7 人は移動困難な地形として扱う。
村人は非戦闘要員であり、全員すべての防御値は 10、hp は 1 である。
家屋：この木造の建物は平屋根で高さは 10 フィート。壁は登攀
（〈運動〉難易度 12）できる。
岩：瓦礫は移動困難な地形である。
泉：この水たまりの外縁部は移動困難な地形であり、岸以外のマ
スでは深さ 5 フィートとなる。
貯蔵コンテナ：これらのコンテナは高さ 5 フィートに、びっしり
と積み重ねられている。そのためこのマスは遮断地形として扱う。
このコンテナには登攀することができる（〈運動〉難易度 8）。コンテ
ナの上面は移動困難な地形である。
木々：小さい方の木は高さ 20 フィート、池のほとりにある大き
な木の高さは 30 フィート。これらの木の幹は遮断地形として扱う。
また登攀することができる（〈運動〉難易度 8）。これらの木々の上半
分部分では葉が厚く茂っており、木の占めるマスの範囲に軽度な隠
蔽を提供する。

遭遇の結末
ジャカイアンへの尋問、そして生き残った犠牲者への対処は次回
のセッションで行なう。もしも下級奈落の疫病に罹患したキャラク
ターがいたならば、P.5 に示した病気の進行を確認すること。

報酬
PCたちはそれぞれ、納屋でプレイグ・デーモンと戦い、イースティ
ングを探索し、村人達と情報交換したことについて 250XP を獲得
する。
宝物：戦闘の後、PCたちのクエストの一助になればと、アルヴィー
ン卿はランダムな魔法のアイテム（P.2 参照）を、エヴェンドゥア師
は 1 本のポーション・オヴ・ヒーリングを提供してくれる。ジャカ
イアンは小袋を持っており、その中にはキャラクター 1 人あたり
25gp 相当の量になるレシデュウムが入っている。エヴェンドゥア
師がすでに持っている構成要素と合わせ、これらのレシデュウムは
キュア・ディジーズの儀式を一回発動するのに十分な量となる。も
しも PC たちが手に入れたレシデュウムを、パーティのメンバー 1
人の代わりにアルヴィーン卿を治療するようにと差し出すならば、
司祭は各キャラクターに１本ずつポーション・オヴ・ヒーリングを
提供してくれる。
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セッション 2：川を渡って
セッションの開始時に、これまでの出来事をまとめること。
◆ イアリーエイボアの商人会議とレディ・ブロンが、PC たちに
イースティングの村で “奈落の疫病” が出たということについて
調べてくるよう依頼した。
◆ 冒険者たちは噂が真実であり、イースティングが恐怖のどん底
にあることを知った。

ジャカイアンの尋問
ジャカイアンはさっさと降伏してはいるが、彼は狂人だらけの一
族の出身で、そして彼自身も精神が壊れかかっている。
最初、彼は自分の理解の及ばない事件に巻き込まれて捕えられた
ただの鋳掛け屋のふりをし続ける。彼はまるで自分がデーモンに取
り付かれていたのだとでも言うように、どうして PC たちに襲いか
かったのかさっぱりわからないと言い張る。その話に信憑性は薄く、

◆ 村の指導者であるエヴェンドゥア師とアルヴィーン卿は感染者

特に PC たちが魔法の跡もデーモンに取り付かれていた痕跡も見当

を 1 ヶ所に集めたが、次にどうするかは決められずにいた。彼

たらないことを探り出してしまえば一層信じようがない（難易度 12

女自身感染者であるアルヴィーンは疫病の犠牲者を殺すべきだ

の〈魔法学〉あるいは〈宗教〉判定；はったりを見抜くには難易度 19

と言うが、エヴェンドゥアは反対していた。彼らは冒険者たち

の〈看破〉判定）。

に助言を仰いだ。
◆ 英雄たちが決定を下す前に、犠牲者の数名がデーモンに変わり、

本当のことを言うように迫られるとジャカイアンはパニックを起
こし、萎縮した狂人といったふうになる。〈看破〉判定（難易度 8）に

護衛たちに襲いかかった。戦闘の後、PC たち自身が疫病に罹っ

成功すれば、彼が命の危険に怯えていることがわかる。判定結果が

ている可能性もある。

19 以上だった場合、ジャカイアンはある種の精神不安を患ってお

◆ PC たちは村人の 1 人、ドワーフのジャカイアンを生きたまま捕
えた。彼はデーモンとなんらかの同盟を結んでいるようだった
のだが、このドワーフは村の鋳掛け屋に過ぎないと思い込んで
いた村の指導者たちは、その事実に仰天した。

り、あまりに激しい恐怖にさらされると完全に心を閉ざしてしまう
ということがわかる。
彼を落ち着かせるには時間もかかれば色々と身の安全を請け合っ
てやる必要もある（ロールプレイの間に難易度 12 の〈はったり〉、
〈交
渉〉あるいは〈威圧〉判定に何度か成功すること）。ただし〈威圧〉が機

前回のセッションは、PC たちが変貌したばかりのプレイグ・デー

能するのは、威圧したものが暴力を振るわないように制止する他の

モンの一団を倒し、ジャカイアンを捕えたところで終わっている。

キャラクターの行動（〈交渉〉または〈はったり〉を伴うこと）と組み合

PC たちはまだこのドワーフを尋問してもいなければ、疫病の犠牲

わさったときに限られる。そうでない場合、威圧やあらゆる暴力的

者たちをどうするかについて決定を下してもいない。

な行動は PC たちの不利にしか働かず、それまでに PC たちが獲得し
た成功の回数を打ち消してしまう。PC たちがこの種の失敗をした
場合、
〈看破〉判定（難易度 12）に成功すれば何がまずかったかわかる。

キャラクター・プロファイル：ジャカイアン
ジャカイアンは村人たちに、自分は旅に生きる流しの鋳掛け屋だと
言っていた。彼は数か月前に、イースティングに住み着いた。彼は
腕のいい鋳掛け屋だったが、同時にサブラク氏族のドワーフ（“冒険
の背景”参照）
でもあり、兄たちが持つ元素への親和性を持たない代
わりに、影魔法のちょっとした才能を磨いていた。彼はスパイとして、
また “奈落の疫病” を蔓延させるという実験を確実に成功させるため
に、村に入り込んだのである。
目的：生き延びること、発狂した兄たちから逃げ延び、自由で居続
けること
重要な特徴：嘘つきの卑怯者であるジャカイアンは、常にうまい
取引を求め、自分よりも強大な存在に取り入るべく絶望的な努力をし
ている。このドワーフは、真実を告げるよりも相手が聞きたいと思って
いることを口にする傾向がある。
動機：ジャカイアンの第一の動機は欲と恐怖であり、この両者は
緊密に関係している。彼の氏族のほとんどの者と比べて比較的正
気を保っているジャカイアンは、一族の狂った支配から逃げ出す手
段を求めている。
恐れていること：ジャカイアンは、死や発狂、あるいは氏族の忠誠
が失われるなどして、
自分を保てなくなることを恐れている。
弱点：ジャカイアンは意志の力に欠ける。彼は自身に何らかの犠
牲を求めてくるものを直視するのに耐えられない。
癖と身体的特徴：ジャカイアンは、30歳前後の、でっぷりとした
腹を持つ赤毛のドワーフである。彼は、もし自分の得になるならいつ
でも、愚かな犠牲者のふりをする。冷静さを失うと彼は怯えてわけの
わからないことを言い出し、その顔はひきつれ、声も一瞬ごとに変
わってしまうようになる。
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いったん協力的になって落ち着いたなら、ジャカイアンは自分か
ら真実を語る。彼は最初に、誰も自分を殺そうとしないという誓い、
そして冒険者たちが自分の兄たちを止めると約束することを要求す
る。言ったとおりの保証が得られたなら、ジャカイアンは、イース
ティングの厄介事の背後にいるのは、危険な魔法使いであるところ
の自分の兄たちだけなのだと言う。ドワーフは、自分の犯した罪に
対して適切な裁判を要求し、そのことについてはエヴェンドゥアと
アルヴィーンが受け合う（下記参照）。彼は、自分ならいかなる牢獄
からでも脱出できるという自信があるのだ。
エヴェンドゥアとアルヴィーンは、ジャカイアンをどうすべきか
決めかねている。どちらもジャカイアンに嘘をついたり彼を拷問し
たりしたいとは思っておらず、また、PC たちにも、彼を裏切った
り拷問したりしないようにと説得してくる。ジャカイアンがこの疫
病に対していくぶんの責任があるとしても、彼らは彼をきちんと裁
判にかけたいのだ。
話す準備ができたなら、ジャカイアンは以下の情報を提供する。
この告白は、後述の特記事項を除き、真実である。
お前は誰だ？
「ドワーフだよ。サブラク氏族のジャカイアンだ。た
だのドワーフだよ。誓うよ」
サブラクとはドワーフ語で「壊れた」という意味であり、氏族の名
前としては “らしくない” ものである。そのことについて問われると、
ジャカイアンは、自分の氏族は本来の故郷を追われ、何世代ものう
ちに闇の力に手を出すようになったのだと言う。そのため祖先たち
はそのような名で呼ばれるようになり、やがてそれを自分たちの呼
び名として用いるようになったのだ。

ちゃくれなかったし、俺も知らずに済んで有難いね。疫病の大元は
たぶんそこにある。兄貴は俺たちに、俺たちは病気の心配はしない

この南のほうだ」

でいいと言ってたから、兄貴はそこに薬も置いてるに違いないな。

寺院？「兄貴のザルナクは、“潜むもの”の寺院だって言ってた。氏
族のみんなはそこを修理して神様をなだめようと……目をかけても
らおうとした。で、その名において疫病を流行らせてるんだ……犠
牲者はみんな生贄だってんで」
〈宗教〉難易度 8：“潜むもの” とはウーズと異形クリーチャーの上
級神であるゴーナドウアの称号である。ゴーナドウアは苦痛を楽し
み、またそのしるしは円の中の瞬かぬ目である。

それとも兄貴が疫病を操ってるに違いないや。ふたつにひとつだ。

セッション2

どこから来た？「俺の一族はいつだって旅をしてる。俺たちゃいつ
だって旅してる。けど今はあいつらは寺院の廃墟に住んでるよ。こ

ま、とにかく兄貴だよ」
真実は、“ザルナクが疫病を操っている” である。ジャカイアンは、
この狂える見者がどうやってサブラクのドワーフたちを疫病に罹ら
なくしているのか、本当に知らない。
お前の兄たちが率いているのはどういう勢力だ？「氏族の連中があい
つらに仕えてるよ。俺みたいなドワーフだ。アズリグは元素の連中

なぜお前はここにいる？「俺はただのスパイだよ！ なんでもねえ

をいくらか操れる。それから、ザルナクはついこないだ、新しい仲

よ！ 俺が言われたのは、何か変わったことがあったら兄貴たちに

間を雇えたってんで喜んでたが、それがなんだか、それとも誰かな

知らせろってことだけだ。伝令がイアリーエイボアに行ってあんた

のかも俺は知らねえ。会ってねえんだ。会いたくもねえよ。やなこっ

らが来たとかな。俺はなんでもねえんだって！」

た」

問われたならジャカイアンは、自分はすでに魔法の巻物を使い、
寺院のほうにパーティー一行のことを報せた後だと白状する。さら
に伝言を送ろうにも、彼はもう巻物を持っていない。
“奈落の疫病” について何を知っている？「ザルナクが俺に、金色に
ちかちか光る赤い液体の入った小瓶をくれた。で、俺はそれを中央
の泉に入れた。俺の知ってるのはそれだけだ。それだけだよ！」
エヴェンドゥア師は、泉がまだ汚染されているのかどうかはっき
りするまで、泉に誰も近づかせるなという意見に同意する。
お前の兄貴たちとは誰だ？「俺が末っ子なんだ。ザルナクが長男で、
見者なんだ。兄貴はヴィジョンを見て暗いところに導かれた……深
くて暗いところだ……で、氏族もそれについてった。アズリグはも
う一人の兄貴で、火山みたいな力を持つ魔法使いだ……性格も火山
そっくりだな」
お前の兄たちは何を望んでいる？「あいつら、俺には大事なことは
何も話してくれなかった。なんにもだぜ！ 俺も知りたいなんざ思
わないが。あいつら、俺の目と手を使って、欲しがってたのは……
いや、怯えてたのかもな。たぶんザルナクは自分がデーモンどもを
操れるって思ってた。俺は知らねえよ！」
「どこに行けば兄たちに会える？」
「日没寺院だ。ザルナクはあの寺
院をそう呼んでた。ここから南に 1 日、“大地の大口” の周りの荒れ
地ん中にある。入口は、“ゴーナドウアの歯” って触手みたいな黒い
柱の間だ。ありゃあ、月の下で見たら余計触手にしか見えねえ」
〈歴史〉難易度 8：“大地の大口” は、荒地の中の、数年前に大きな
洞窟が崩落した一帯を指す。
〈歴史〉難易度 12：“ゴーナドウアの歯”と呼ばれる奇妙な柱につい
ては、この地域の伝説に様々に語られている。その柱はこの村の南、
“大地の大口”の近くにあるはずだ。
その寺院について何か説明できるか？「何もねえよ！ 俺ゃあ、でき
るだけ早くあそこから出てきたかったんだ。あそこはひそひそ囁い
ちゃあ、見張ってきやがる。大嫌いだ。大っ嫌いだね！」
〈看破〉難易度 12：ジャカイアンがその場所に対して抱いている
嫌悪は確かに本物だが、彼はまだ何か隠している。強いて言わせる
と、彼は入口が罠になっていて、それを動かないようにするには合
言葉が必要であると言う。合言葉は “潜むものがすべてを喰らう” で
ある。
そこに我々を連れて行けるか？
「ダメだ。殺される。奴らに殺される。
絶対行かねえよ。行かねえ。行かねえったら！」
ジャカイアンは、兄たちに遭う危険を犯すぐらいなら死んだほう
がましだと思っている。彼はこの点に関しては絶対に折れない。
この疫病を終息させるにはどうすればいい？「ザルナクが寺院の深い

病気の村人たち
PC たちは日没寺院に出発する前に、感染した村人たちをどうす
るか決めなくてはならない。

診断
〈治療〉技能を習得済みのキャラクターは、病気の診断をすること
ができる。
難易度 8：病気は比較的弱い系統のものだが、それでもかなり強
力なものである。適切な治療をすればほとんどの犠牲者は助かるだ
ろうが、それにはたっぷりとした食料、水、そして休息が必要であ
る。キャラクターは犠牲者を治療するよう指示を与えることもでき、
そうすればエヴェンドゥア師は喜んで病人の世話をするという。犠
牲者の数名は他のものよりも悪化しているように見え、その中には
アルヴィーン卿も含まれる。
難易度 12：アルヴィーン卿を含む 4 名の村人だけが、病気の最
終段階に達している。数日うち――場合によっては明日ということ
もある――に、重度の感染者は死ぬかデーモンに変わる。それ以外
の患者には、まだ時間がある。ともあれ、疾患は傷もしくは飲食を
介して感染するのであって、空気感染ではない。である以上、病人
および汚染された泉から健常者を離して置きさえすれば、ひとまず
問題はない。

苦しい選択
アルヴィーン卿は、感染がそれほど重度でない患者についてはエ
ヴェンドゥア師の看護のもとに置くことに同意する。この騎士は、
感染が重度の者は、村のために死ぬべきだと考えている（もし話が
彼女自身のことに及んだなら、
「私もだ」と答える）。難易度 12 の
〈はったり〉、〈交渉〉あるいは〈威圧〉判定に成功すれば、彼女の心を
変えることができる。どんな場合にせよ、アルヴィーン卿は従者の
ヘンダーをイアリーエイボアに送り、イースティングでの事件につ
いて都に報告させる。

街道を征く
今や、狂気の邪教徒こそが疫病の原因であることが明らかになっ
た。狂信者どもはここから南に 1 日のところにあるゴーナドウアの
寺院に隠れているが、そこは馬での旅には向かない荒れ地の真った
だ中だ。急がねばならない。PC たちが出発したら、次のページの『渡
河』の戦闘遭遇に進むこと。

とこで何か仕事してる。深いとこだ。どこだかは俺にゃあ絶対教え
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渡河
遭遇レベル 2：

セットアップ
サブラク氏族の侍祭（A）

1体

サブラク氏族の弩兵（B）

1体

サブラク氏族の戦士（W）

4体

レッサー・アース・エレメンタル（E）

2体

村から数時間ばかり南に行なったところに、沼地めいた渓谷があ
り、そこで PC たちは刺客として送り込まれた狂信者集団とぶつかる。
マップ上の“start”エリアに PC たちのフィギュアを配置すること。
遭遇の開始時に、以下の文章を読み上げること：
時間を節約するため、君たちは沼地めいた渓谷に踏みこむ。君たち
が渡河に適した狭くて浅い場所を見つけ出した時、突然、2 体の岩で
できたような人型生物が地面から立ち上がり、君たちに向かってくる。
崖の上や川向こうの木々の間を縫って、チェインメイルを着込んだド
ワーフたちが数人、君たちにクロスボウで狙いをつけている。
もじゃもじゃの黒髪をして紫のローブを着込んだ男性のドワーフが、
川向うの木の後ろから姿を現す。
「イースティングで出会うものとばか
り思っていたが」彼は言う。
「問題ない。ここだろうがあそこだろうが、
貴様らは我らが主の生贄にふさわしい」
サブラク氏族の侍祭（A）
レベル 3 砲撃役（指揮）
中型・自然・人型、ドワーフ
hp：39；重傷値：19
イニシアチブ：＋1
AC17；頑健15、
反応14、
意志16
〈知覚〉＋6
移動速度：5
夜目
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
この持祭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
この持祭は、
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・スローを行なうことができる。
標準アクション
mバーニング・ウォーハンマー／灼熱のウォーハンマー
（［火］、[武器]）◆無限
回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10ダメージ、および1d6＋2の
［火］
ダメージ
rマインド・ライトニング／精神電撃破
（
［電撃］
）
◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：1d12＋4［電撃］
ダメージ、および目標はこの侍祭の次のターンの終了
時まで戦術的優位を与える。
C アース・ストンプ／大地の踏みつけ◆再チャージ：最初に重傷になった時
攻撃：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内の敵すべて）；＋6対“頑健”
ヒット：1d12＋4ダメージ。この侍祭は目標をすべて2マスまで横滑りさせ、倒
して伏せ状態にする。
効果：この侍祭か、または爆発内の味方1体は、1マス横滑りする。
技能：
〈魔法学〉
＋7
【筋】11（＋1）
【敏】10（＋1）
【判】10（＋1）
【耐】15（＋3）
【知】13（＋2）
【魅】17（＋4）
属性：混沌にして悪
言語：共通語、
ドワーフ語
装備品：ローブ、ウォーハンマー

サブラク氏族の弩兵（B）
レベル 2 砲撃役
中型・自然・人型、ドワーフ
hp：33；重傷値：16
イニシアチブ：＋4
AC16；頑健14、反応15、意志13
〈知覚〉
＋5
移動速度：5
夜目
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
この弩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
この弩兵は、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・スローを行なうことができる。
標準アクション
mウォーハンマー
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋3ダメージ。
rクロスボウ
（［精神］、
［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ、
目標が遮蔽を得ていない場合には追加で1d6［精神］
ダメージ。
【筋】14（＋3）
【敏】16（＋4）
【判】8（±0）
【耐】15（＋3）
【知】10（＋1）
【魅】12（＋2）
属性：悪
言語：共通語、
ドワーフ語
装備品：チェインメイル、ウォーハンマー、クロスボウ、ボルト×20
サブラク氏族の戦士（W）4 体
レベル 1 雑魚 砲撃役
中型・自然・人型、ドワーフ
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14、意志12
〈知覚〉
＋4
移動速度：5
夜目
特徴
ドワーフ・ソリダリティ／ドワーフの連携
味方のドワーフに隣接している間、この戦士は頑健防御値と意志防御値に＋4
のボーナスを得る。
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
この戦士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
この戦士は、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・スローを行なうことができる。
標準アクション
mウォーハンマー
（［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、この戦士が味方のドワーフに隣接している間は6ダメージ。
rクロスボウ
（［精神］、
［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ、
目標が遮蔽を得ていない場合には追加で2［精神］
ダメージ。
【筋】13（＋1）
【敏】16（＋3）
【判】8（－1）
【耐】15（＋2）
【知】10（±0）
【魅】12（＋1）
属性：悪
言語：共通語、
ドワーフ語
装備品：チェインメイル、ウォーハンマー、クロスボウ、ボルト×20

戦術
サブラク氏族の侍祭：この男性のドワーフは、戦いが激してくる
に従い、大言壮語をわめき立てる。彼は近接戦闘を避け、自分に向
かって攻撃してきた者を追い散らすためにアース・ストンプを使用
する。
サブラク氏族の弩兵およびサブラク氏族の戦士：弩兵たちは展開し、
遮蔽や視認困難を得た状態から PC たちを撃つ。彼らはそれぞれに
異なった目標に集中し、特に遠隔攻撃を行なうキャラクターや遮蔽
を得ていないキャラクターを好んで攻撃する。このドワーフたちは
程度は様々ながら全員発狂しており、よって向う見ずな行動をする
可能性がある。
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B

セッション2

レッサー・アース・エレメンタル（E）2 体
レベル 2 兵士役
小型・元素・魔獣（地）
hp：42；重傷値：21
イニシアチブ：＋1
AC：17；頑健15、
反応12、
意志13
〈知覚〉＋1
移動速度：5、
穴掘り5
振動感知5
特徴
アース・グライド／地中泳ぎ
このアース・エレメンタルは土や岩の中をあたかも“位相移動”中であるかのよ
うに通り抜けることができる。
ブリトル・スキン／砕けやすい体
このアース・エレメンタルは、
［雷鳴］
ダメージを受けたならば、次の自分のター
ンの終了時まですべての防御値に－2のペナルティを受ける。
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）；＋7対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ、
目標はこのエレメンタルの次のターンの終了時までシ
フトを行なうことができなくなる。
トリガー型のアクション
オーヴァーホウェルミング・ストーン／石ころび◆再チャージ：初めて重傷にな
った時
トリガー：1体の敵がエレメンタルの味方に近接攻撃でヒットを与える。
効果（即応・対応）
：近接1（トリガーを発生させた敵）。目標は伏せ状態になる。
【筋】17（＋4）
【敏】6（－1）
【判】11（＋1）
【耐】18（＋5）
【知】5（－2）
【魅】6（－1）
属性：無属性
言語：始原語を理解する

W

E
START

E
W
W

アース・エレメンタル：これらのエレメンタルは、川岸への通りや
すい道をふさぎ、PC たちが対岸に渡れないようにする。PC たちが
いったん対岸に渡ってしまったなら、エレメンタルたちは侍祭の防
衛に専念する。

A

このエリアの情報

W

明るさ：“明るい”陽光。
藪：これらの植物を含むマス目は “移動困難な地形” であり、軽度
に隠蔽されている。
倒木：これらの朽ちかけた木の幹は “移動困難な地形” であり、遮
蔽を提供するだけの高さがある。
岩：これらの瓦礫は“移動困難な地形”である。
樹木：大きな木の高さは 20 フィートで、マップの縁の真ん中近
くにある小さな木の高さは 10 フィートである。これらの樹木の幹
は遮断地形であり、登ることができる（登るには難易度 8 の〈運動〉
判定）。木の高さの半分より上では、密に茂った葉が樹木のエリア
を軽度に隠蔽している。
水：川べりおよび “移動困難な地形” のマークの記載がある場所は
“移動困難な地形” である。地面に接しておらず、マークもない場所
の深さは 5 フィートである。

結末
ドワーフたちを倒せば、PC たちは南の、日没寺院がどこかにあ
るという荒れ地を目指すことができる。
捕虜：PC たちが 1 人でもドワーフを捕虜にしたなら、彼らは非常
に非協力的であることがわかる。彼らは熱狂的な狂信者であり、まっ
たくもって気が狂っていて、理由さえ与えられれば喜んで死ぬのだ。
最初、彼らは自分たちがごく普通の山賊であると言って押し通そう
とするが、強制されれば（難易度 19 の〈威圧〉または〈交渉〉判定）、

重要な地位につくべく定められているかということについて、まく
したて始める。彼らはジャカイアンが明かしたのと同じ情報を話せ
るが、同じ内容を話すのにもずいぶんと意味不明な言い方になる。
彼らは、自分たちはゴーナドウア信者であるという。
〈宗教〉難易度 12：たしかにゴーナドウアは生きとし生けるもの
すべての苦痛を愛するが、自分の信者にこの世の終わりを求めさせ
るような教義は持っていない。

報酬
PC たちはそれぞれ、ジャカイアンを尋問し、感染者たちをどう
するか決定し、狂信者たちを処理したことについて 400XP を獲得
する。
宝物：ドワーフたちは、キャラクター 1 人当たり 25gp 相当の価
値のある貴重品を持っている。それらの品々の中に、ゴーナドウア
のしるしに似た大きな聖印――左巻きの螺旋の中に目がひとつある
もの――のついた銀のネックレスがある（判別には難易度8の〈宗教〉
判定；難易度 19 では、この螺旋は象徴として意味を持つものであ
り、よってこれはゴーナドウアとは異なる狂信者集団もしくは宗教
のものであると示唆されることに気付く）。侍祭は、それ以外にラ
ンダムな魔法のアイテム（P.2 参照）をひとつ持っている。

彼らは世界の終りと、来るべき世界においてサブラク氏族がいかに
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セッション 3：この丘に眼あり
セッションの開始時に、これまでの出来事をまとめること。
◆ イアリーエイボアの商人会議とレディ・ブロンが、PC たちに
イースティングの村で “奈落の疫病” が出たということについて
調べてくるよう依頼した。
◆ ウーズと異形クリーチャーの上級神であるゴーナドウアの狂信
者集団が、どうやらイースティングの疫病の原因となっている
ようだ。
◆ PC たちは村での戦闘の後、疫病に罹っている可能性がある。
◆ その戦闘で捕虜となった邪教徒の 1 人、ジャカイアンは、その
教信者集団の寺院である日没寺院が、イースティングの南の荒
れ地の中にあることを明らかにした。
◆ 狂気のドワーフの邪教徒たちが、荒れ地の中で PC たちに襲いか
かってきた。
プレイヤーたちの準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
渓谷の向こうは岩だらけの荒れ地である。ここに生えているのは、
丈夫な草と棘だらけの藪ばかり。ごろた石や家ほどもある大岩の間を
縫って延びる渓谷がねじれた道となっている。日はゆっくりと西へ傾
いてゆく。

技能チャレンジ：荒れ地を抜けて行く

第 2 場：足跡を追って
峡谷を過ぎると、PC たちは再び狂信者どもの足跡を見つけ出し、
それを追い続けなければならない。
〈自然〉
（難易度 19）：地形を見れば、最もそれらしく、最も安全
そうな道の手掛かりが得られるが、とはいえ荒々しい丘の間の谷は
いくつもの道をそれらしく差し出してくる。この判定は、この技能
チャレンジにおいて成功にも失敗にも数えない。
〈知覚〉
（難易度 19；〈自然〉判定に成功していた場合、難易度は 12
となる）：キャラクターは見事に狂信者たちの足跡を見つけ出す。判
定に成功したことは、PC たちがすぐに足跡を見つけ、ずいぶん先
に進んだことを示す。この判定に失敗したなら、PC たちは足跡を
探すのに無駄な時間を使ったことになる。

第 3 場：高台からの眺め
PC たちはイースティングと日没寺院の間に横たわる荒れ地のほ
ぼ中央近くにある、禿山のてっぺんの岩棚に到着する。ここで狂信
者どもの足跡は途切れているが、この見晴らしのよい場所からは、
“ゴーナドウアの歯”を形作る黒い岩の柱が見渡せる。
〈歴史〉
（難易度 19）：キャラクターは、あれが古い伝説に語られ
た “歯” であるとはっきりとわかる。この判定は、この技能チャレン
ジにおいて成功にも失敗にも数えない。

PC たちが日没寺院を探して荒れ地に踏み込んだ時から、このチャ

〈自然〉
（難易度 19；〈歴史〉判定に成功していた場合、難易度は 12

レンジは開始される。PC たちは川沿いに寺院へ戻ったであろう襲

となる）：キャラクターは、隠された寺院に続くと思しき、もっとも

撃者たちの足跡を追いつつ、厳しい環境を抜ける道を辿ってゆかね

それらしい道を選び出す。この判定が成功したなら、1 時間後に PC

ばならない。荒々しい地形は天然の迷路となっている。

たちは、昨夜から教信者どもが野営している場所にたどり着く（下

複雑度：2（3 回失敗する前に 6 回成功）。
時間的枠組み：成功した場面1つにつき、周囲にあれこれと関わっ
たり移動したりするのに 1 時間が経過したことを表す。失敗した場
面は少なくともその倍の時間を取っている。

記参照）。判定に失敗したなら、PC たちはさんざん迷った挙句にド
ワーフたちの野営地を見つけ出し、正しい道にたどり着くという破
目になる。
打ち捨てられた野営地：小さくくすぶる火、食べ物の欠片、ほぼ
空になったドワーフ・ウイスキーの瓶、そして木製のゴーナドウア

長距離を踏破する
プレイヤーたちに、この地形を踏破するには〈持久力〉の集団判定
が必要であると告げること。

の聖印が 1 つ見つかる。聖印は左巻きの螺旋の中に目が 1 つ描かれ
たものである（ゴーナドウアの聖印であると判別するには難易度 8
の〈宗教〉判定；難易度 19 では、この螺旋は象徴として重大な意味

〈持久力〉
（難易度 12；集団判定）：PC たちがまだ技能チャレンジ

を持つものであり、そしてこれはゴーナドウアとは異なる神の狂信

に成功していない場面 1 回ごとに、PC たちはそのシーンの判定に加

者または信者であることが示唆される）。足跡やその他の手掛かり

え、この判定も行わねばならない。個々のキャラクターは〈持久力〉

から、ここには 1 日前に 6 名ほどのドワーフが滞在していたことが

判定を行なう。少なくとも半数がこの判定に成功する毎に、パー

わかる。

ティーは成功 1 回を獲得するか、1 回の失敗を帳消しにすることが
できる。

第 4 場：奇妙な隠者

第1場：途切れた道

いたらしき隠者に出くわす。この隠者はゲイレブ・ドーア、つまり

荒れ地の奥で、パーティー一行はひっそりと彼らの動向を伺って
大峡谷と歩き辛い岩だらけの平原が、荒れ地の外縁を形作ってい

人型の大岩とも見まごう中型の元素クリーチャーである（判別には

る。PC たちは、どうしても渡らずには先に進めない峡谷に出くわす。

難易度 12 の〈魔法学〉判定）。それは地面を掘り抜いて出てくると話

〈自然〉
（難易度 12）：キャラクターは地形を観察し、その谷を安

しかけてくる――共通語よりは、ドワーフ語または巨人語を好むの

全にわたるのに一番マシな経路を見つけ出す。この判定は、この技

だが。そして、この荒れ地にこんなにも多くの岩の体ではなく血肉

能チャレンジにおいて成功にも失敗にも数えない。

を供えた体を持つ人型生物がやってくるとはなんと奇妙なことだと

〈軽業〉または〈運動〉
（難易度 19；〈自然〉判定に成功していた場合、
難易度は 12となる）：1 人のキャラクターが一番の難所を先行し、
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言い出すのだ。
攻撃する：ゲイレブ・ドーアは敵意に対しては鼻で笑い、PC たち

他の者のために道を開く。別のキャラクター 1人が〈軽業〉または〈運

もこの辺にいる他の連中よりはマシというわけでもないのだなと言

動〉判定を行ない、リーダーを補佐することができる。リーダーが

う。そして地面を掘り抜いていなくなってしまう。PC たちが〈隠密〉

判定に失敗したなら、
〈持久力〉判定に失敗していたグループ内の

判定を許可されるのは、この謎めいた警告の後に彼らが自分からそ

キャラクターはみな軽い怪我を負い、回復力 1 回ぶんを失う。

うすると言い出した時だけである。

ク氏族のドワーフたちを見張ってだけいたわけではないと感づくか
もしれない。命だけは助けてやるから言えと強要されたなら、彼ら

アは、“血迷った” ドワーフどもが最近、自分の友人でマルグリムと

は交易路の状況やこの一体の軍事力についても探っていたことを白

いう名のヒューマンの男を捕まえてしまったのだと話す。そのド

状する。彼らは自分たちの上司がこの情報をどのように使うつもり

ワーフたちは、ここからそう遠くない寺院に住んでいるという。し

なのかまったく知らない。

かし、PC たちがその寺院の上にそびえる黒い柱のところまで行く
には、ドラウどもがうろつき、ドワーフどもに対して目を光らせて
いる一帯を抜けねばならない。ドラウもドワーフも敵対的な連中な
ので、彼らを避ける（〈隠密〉を使用する）に越したことはない。

ドラウたちの望みは自由になることだけである。PC たちに解放
を承知してもらうためなら、彼らはどんなことでもする。
シャリンドラ：この女性ドラウは、彼女の同族の中では典型的な人
物――つまり傲慢で女尊男卑の甚だしい人物である。彼女は男性よ

PC たちがすでに 6 回成功していたなら、彼らはゲイレブ・ドーア

りは女性と話をしようとする。攻撃的で残酷で肉食獣じみたシャリ

の尊敬を勝ち得ることができる。このクリーチャーはドラウたちの

ンドラは、地上の住民たちを苛立たせるような話し方でしか話すこ

野営地へ通じる最短の道を示し、技能判定は成功となる。そうでな

とができない。

い場合、PC たちに警告したあと、ゲイレブ・ドーアは地面を掘り
抜いていなくなってしまう。

テブリッズ：この男性のドラウはストイックで規律正しい人物で
ある。彼は強いものを尊敬しているが、血に飢えた状態になれば心

〈隠密〉
（難易度 12；集団判定）：ドラウに関する事前知識を持っ

の平静を失う。どのような議論をするにあたっても、彼は真っ直ぐ

ている場合、PC たちはこの区間の最初から〈隠密〉判定を使用する

に意見を言う。シャリンドラに意識がある限り、彼は護衛兼従者と

ことができる。PC たちはそれぞれに〈隠密〉判定を行なうが、パー

して、彼女に従う。

ティーが光源を持っていた場合、その判定には－ 2 のペナルティを
被る。少なくとも半数が成功したなら、パーティーは 1 回の成功を
得る。

セッション3

会話する：隠者は喜んで会話に応じ、なぜ PC たちがこんなところ
にいるのかと尋ねる。PC たちが友好的だったなら、ゲイレブ・ドー

関連する技能判定：以下の技能を使用すれば、PC たちはさらなる
情報を得られるかもしれない。
〈魔法学〉難易度12：その“ゴブリン”たちは、“元素の渾沌”からやっ
てきたゴブリンのようなクリーチャーであるところのノーカーのよ

旅の終わり
チャレンジの成功または失敗が確定するまで、
〈持久力〉および〈隠
密〉判定を行なう。

うに思われる。ノーカーは事実、元素のパワーを持っているのだ。
〈看破〉難易度 19：このドラウたちは何かを隠しているようだ。
彼らが狂信者どもを嫌っているのは明らかだが、それはそれとして、

技能チャレンジ成功：冒険者たちはよい道を見つけ、夜陰に紛れ

狂信者どもに関する言及があまりに軽いようにも思われる――彼ら

てひっそりと移動することに成功する。彼らは発見される前にドラ

の真の標的が狂信者どもであると判断するには、あまりにも状況が

ウの野営地を見つけることができる。P.18 の『敵意あるよそ者』の戦

軽すぎないか。

闘遭遇に進み、遭遇には“技能チャレンジ成功”の項目を使用すること。

〈宗教〉難易度 12：ロルスを信じる者たちは、ゴーナドウアを崇

技能チャレンジ失敗：きつい行程のため、PC たちはそれぞれ回復

める者たちを憎んでいる――というのも、この “潜むもの” は、ドラ

力 1 回ぶんを失う。冒険者たちはドラウの野営地に出くわす。P.18

ウの神だったものの中で唯一、ロルスに殺されずに逃げ果せている

の『敵意あるよそ者』の戦闘遭遇に進み、遭遇には“技能チャレンジ失

からである。このウーズと異形クリーチャーの上級神は、“蜘蛛の

敗”の項目を使用すること。

女王” から逃げたのだ。ドラウたちは彼と彼の信奉者たちを卑怯者

おお

とみなしている。

ドラウと会話する
PC たちがドラウと会話できるのは、1 人もしくは両方のドラウを
生かした状態で遭遇を決着させた後に限られる。戦闘遭遇『敵意あ
るよそ者』の「その後の展開」の項目を参照のこと。
ドラウたちは高道と交易者の道の両方を見張っている。ザルナク
率いる狂信者たちは邪魔ものであり、どうやらゴーナドウアが絡ん
でいるらしいと判断したため、ドラウたちは彼らを調べるのに手間
を割くことにしたのである。この 2 人のロルスの信奉者たちは、“潜
むもの” を崇める連中を軽蔑している。PC たちがドラウと会話した
なら、どちらか一方が近くにある寺院の入口までの道を快く教えて
くれる。2 人とも、件の狂信者集団は何らかの魔法使いであるとこ
ろのドワーフに率いられた、狂ったドワーフたちであることを知っ

ゴーナドウアの歯
セッションの最後に、PC たちは初めて “ゴーナドウアの歯”と日没
寺院への入口を目にする。
PCたちが “ゴーナドウアの歯”と日没寺院の門を目にしたなら、以下
の文章を読み上げること：
牙とも触手とも見える黒ずんだ針のような岩の柱が、どんよりとし
た空と、そして人の手が加わったと思しき石でできた、日没寺院へと
続くのであろう門の間にそびえている。この一帯に植物はほとんど生
えておらず、あっても捻くれ棘だらけで、まるで墓から伸びた骨ばか
りの手のように見えるのだ。

ている。狂信者どもには元素の味方がついており、また大地に関連

このセッションの後、PC たちは近くで安全に野営し、大休憩を

する元素のパワーを駆使する奇妙なゴブリンの助力も得ているのだ

取り、夜の間ぐっすり眠って、さらなる物資を補給してから日没寺

という。

院に入っていくことになる。下級奈落の疫病に感染しているものは、

PC たちは〈看破〉
（後述の「関連する技能判定」の項目を参照）もし

この病気に対する〈持久力〉判定を行なうこと（P.5 参照）。

くはシャリンドラの日記（P.19 参照）から、ドラウたちはただサブラ
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敵意あるよそ者

PCたちがドラウの野営地に踏みこんだら、以下の文章を読み上げる

遭遇レベル 3

こと：

技能チャレンジ成功

の跡がまだ温かいことに気付いた時、2 体のドラウが君たちに突っ込

道は、野営の痕跡の残る浅い渓谷へと続いている。君たちが、焚火

PC たちが技能チャレンジに成功していたなら、彼らはドラウた
ちが谷の底に野営しているのを、相手に気付かれる前に発見するこ
とができる。

PC たちは“Failure Start”エリアから遭遇を開始する。

セットアップ

PCたちがドラウを発見したら、以下の文章を読み上げること：
少し先のほう、小さな渓谷の底に、野営の火の明かりが見える。長
い髪をしたしなやかな身のこなしの男性のドラウが料理をしており、
傷だらけで短い髪の女性が近くの倒木のところで見張りをしている。
どちらも君たちには気づいていない。

シャリンドラ
（C）
テブリッズ、ドラウの斥候（T）
アンブッシュ・スパイダー（S） 2 体
技能チャレンジの成否に準拠して君が説明した状況に応じて、モ

〈知覚〉難易度 19：2 体の蜘蛛が、まるで番犬のように野営の近
くに潜んでいる。
PC たちが最初にスパイダーを見つけるのに失敗した場合、彼ら
は戦闘中にスパイダーの場所を見つける際、〈知覚〉に＋ 2 のボーナ
スを得ることができる。パーティー一行は、“Success Start” エリア
から遭遇を開始する。

技能チャレンジ失敗
技能チャレンジに失敗した PC たちは、野営地にのこのこ踏みこ
むというへまをしてしまう。テブリッズが彼らの接近に気付き、彼
とシャリンドラは手早く戦闘の準備をする。

S
C
S

SUCCESS
START

んでくる。

FAilure
START

ンスターを配置すること。
シャリンドラ（C）
レベル 3 精鋭 制御役（指揮）
中型・フェイ・人型、ドラウ
hp：92；重傷値：46
イニシアチブ：＋4
AC17；頑健15、反応16、意志15
〈知覚〉
＋3
移動速度：6
暗視
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
スパイダー・エグゾーテイション／蜘蛛の激励
味方のスパイダーはシャリンドラに隣接している敵に対して戦術的優位を得る。
標準アクション
mウィップ（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d4＋5ダメージ。さらにシャリンドラは目標を1マス横滑りさせるか、
倒
して伏せ状態にすることができる。
C アタック・コマンド／攻撃命令◆無限回
効果：近接範囲・爆発5（爆発範囲内にいる味方のスパイダー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うことができる。
ダブル・アクション／2回行動◆無限回
効果：シャリンドラは1回のウィップと1回のアタック・コマンド、あるいはウイ
ップを2回使用する。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲
（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1。この爆発の範囲内は、シャリンドラの次のターン終
了時まで持続する区域となる。この
［区域］
はシャリンドラを除くすべてのクリ
ーチャーの視線を遮る。この
［区域］
の中に完全に入っているクリーチャーは、
シャリンドラを除いて皆、盲目状態になる。
技能：〈運動〉＋8、
〈隠密〉＋9、
〈自然〉＋8
【筋】15（＋3）
【敏】16（＋4）
【判】15（＋3）
【耐】14（＋3）
【知】12（＋2）
【魅】12（＋2）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：レザー・アーマー、ウィップ

戦術
ドラウたちは地上に暮らすものたちを軽蔑しているが、PC たち
を本当に敵とみなしているわけではない。両者とも、重傷になるま
でアクション・ポイントは使用しない。どのように戦闘を終わらせ

T

るかについては、「その後の展開」の項目を参照のこと。
ドラウ：テブリッズは手ごわそうな見かけの近接戦闘者に集中し、
相手をシャリンドラと蜘蛛たちに近付けないようにする。シャリン
ドラはスパイダーの近くに留まり、スパイダーに命令したり、敵を
伏せ状態にするか棘だらけの藪の中に横滑りさせる。
スパイダー：スパイダーは目標を取り囲み、敵を挟撃したり、隠
れた場所から攻撃したりしようとする。
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アンブッシュ・スパイダー（S）2 体
レベル 2 奇襲役
中型・自然・野獣（スパイダー）
hp：28；重傷値：14
イニシアチブ：＋8
AC16；頑健12、
反応14、
意志13
〈知覚〉＋8
移動速度：8、
登攀8（蜘蛛歩き）
振動感知5
特徴
カモフラージュ／迷彩
アンブッシュ・スパイダーが隠れるための
〈隠密〉判定を行なうためには、良好
な遮蔽や完全視認困難は必須ではなく、通常の遮蔽または視認困難を得て
いるだけでよい。
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）；＋7対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。
M ヴェノマス・バイト／毒の噛みつき
（
［毒］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体；このスパイダーはそのクリーチャーから隠れ
ていること）
；＋7対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。目標は減速状態になり、継続的［毒］
ダメージ5を受
ける
（セーヴ・両方とも終了）。
セーヴ失敗・1回目：目標は減速状態の代わりに動けない状態になり、か
つ継続的
［毒］
ダメージ5を受ける
（セーヴ・両方とも終了）。
特殊：このパワーは突撃の際の近接基礎攻撃の代わりに使用することができ
る。
技能：
〈隠密〉
＋9、
〈軽業〉＋9
【筋】13（＋2）
【敏】17（＋4） 【判】14（＋3）
【耐】10（＋1）
【知】4（－2）
【魅】7（－1）
属性：無属性
言語：――

その後の展開
スパイダーが両方とも死んでドラウたちが重傷になったら、ドラ
ウたちは逃げようとする。PC たちが降伏を要求する〈威圧〉判定（難
易度 19）に成功するか、交渉のための〈交渉〉判定（難易度 12）に成功

セッション3

テブリッズ、ドラウの斥候（T）
レベル 2 精鋭 遊撃役
中型・フェイ・人型、ドラウ
hp：78；重傷値：39
イニシアチブ：＋6
AC16；頑健14、
反応15、
意志14
〈知覚〉＋8
移動速度：6
暗視
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
テブリッズが戦術的優位を得ているクリーチャー1体にダメージを与えると、その
クリーチャーは通常のダメージに加えて継続的ダメージ5（セーヴ・終了）
を受
ける。
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）；＋7対AC
ヒット：1d8＋7ダメージ。
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）；＋7対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。
M ブレード・マスタリィ／剣術の秘技（
［武器］
）
◆無限回
効果：テブリッズはロングソードを1回、ショート・ソードを1回使用する。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：テブリッズの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
技能：
〈運動〉
＋7、
〈隠密〉＋9、
〈軽業〉＋9
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】14（＋3）
【耐】15（＋3）
【知】12（＋2）
【魅】10（＋1）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：レザー・アーマー、ロングソード、ショート・ソード

した場合、重傷のドラウは降伏するか、敵意を引っ込めて話し合い
に応じるだろう。冒険者たちがドラウと話したなら、P.17 の「ドラ
ウと会話する」の項目を参照すること。

このエリアの情報
明るさ：野営の火が燃えているのなら “明るい”。そうでない場合、
“薄暗い”月光。
丸石：これらの岩は高さ 5 フィートの遮断地形（登るのには難易
度 8 の〈運動〉判定）である。岩のてっぺんは“移動困難な地形”である。
野営の火：火のあるマス目でターンを開始したクリーチャーは、
［火］ダメージ 3 を負う。
倒木：この朽ちた木の幹は “移動困難な地形” であり、遮蔽を提供
するだけの高さがある。
切り通し：この切り立った崖の高さは 10 フィート（登るのには難
易度 8 の〈運動〉判定）である。クリーチャーが切り通しを降りる場合、
そのマス目は“移動困難な地形”として扱う。
泥、瓦礫、あるいは水：これらの障害物を含むマス目は “移動困難
な地形”である。
棘だらけの藪：この種の植物をひとつでも含むマス目は “移動困難
な地形” であり、軽度に隠蔽されている。クリーチャーが棘だらけ
の藪のマス目を出るには、2 マス分の移動を費やすか、あるいは 3
ダメージを負う。
樹木：この枯れ木の高さは 30 フィートである。幹は遮断地形で
あり、登ることができる（登るのには難易度 8 の〈運動〉判定）。

結末
野営地の中で、冒険者たちは暗号化したエルフ語で書かれた日誌
を見つける。この日誌の持ち主はシャリンドラだが、名前は書かれ
ていない。今ここでこの日誌を完全に解読することはできないが、
翻訳可能な一部分と描き込まれた絵から、ドラウたちは高道と交易
者の道の通行を観察しており、特にコアミアからの軍隊の移動と隊
商の行き来に留意していたらしきことがわかる。また、この日誌か
ら、ドラウたちが日没寺院の狂信者たちを探っていたこともはっき
りとわかる。日誌の中の地図には、この古い寺院の正確な場所が記
されている。
PC たちがドラウをなんとかし、日誌を読み、宝物を集めたなら（下
記参照）、「ゴーナドウアの歯」の項目（P.17）に戻ること。

報酬
セッションの終了時に、PC たちはそれぞれ、技能チャレンジに
挑み、ドラウたちに対処したことに関して 350XP を獲得する。プ
レイヤーが今シーズンのすべてのセッションに参加していた場合、
そのキャラクターは 1,000XP を有し、2 レベルになるはずである。
宝物：シャリンドラとテブリッズは、それぞれランダムな魔法の
アイテム（P.2 参照）を 1 つずつ持っている。また、ドラウたちはキャ
ラクター 1 人あたり 30gp 相当の価値のある宝飾品や貴重品を持っ
ている。
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第2章
大休憩を取り終え、PC たちが日没寺院へ踏み込む準備は整う。ほ
とんどのキャラクターは 1,000XP を獲得し、よって 2 レベルになっ
ているはずである。

セッション 4：日没寺院
セッションの開始時に、これまでの出来事をまとめること。
◆ イアリーエイボアの商人会議とレディ・ブロンは、PC たちに
イースティングの村で “奈落の疫病” が出たという噂について調
べてくるよう依頼した。疫病を引き起こしたのは、ゴーナドウ
アを信奉するドワーフの狂信者集団である。
◆ PC たちは、イースティングでのプレイグ・デーモンとの戦闘の
後、疫病に感染してしまっている可能性がある。
◆ その戦闘で捕虜となった邪教徒の 1 人、ジャカイアンは、その
狂信者集団の寺院である日没寺院が、イースティングの南の荒
れ地の中にあることを明らかにした。彼はさらに、寺院に入る
にあたっての情報をも明らかにしているかもしれない。プレイ
ヤーの半数以上が合言葉を教えてもらったことを覚えていたな

ら、そのパーティーは “潜むものがすべてを喰らう” という合言
葉を知っている。
◆ 寺院への道は安全とは程遠いものだった。PC たちは狂信者集団
とぶつかり、また、2 人のドラウの斥候と出くわした。
◆ 冒険者たちは日没寺院を見つけたが、まだその入り口を探検し
てさえいない。
プレイヤーたちの準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
陽光の中でも “ゴーナドウアの歯” はやはり触手めいているが、空恐
ろしい雰囲気はだいぶなくなって見える。その間の地面のひときわ高
くなったところに、石造りの摩耗した穴が口を開け、下へ延びる階段
が続いている。それ以外の周囲には埃っぽい地面、岩の欠片、少しば
かりの棘だらけの藪、そして泥で濁った水たまりが 3つあるばかりだ。
〈魔法学〉難易度 13（魔力感知）：柱の間の一帯は微弱な魔力を帯
びている。おそらく弱い防護の魔法だろう。
〈知覚〉難易度 20：やわらかなそよ風がときおり吹きすぎるが、
この弱い風は、穴の近くのものを何一つ揺らさない。まるで風が柱
の輪の中に行くのを拒んでいるかのようだ。
さらに調べるには、PC たちは近くまで移動しな
ければならない。

埃のしるし
この一帯を守るエレメンタルたちはその活動を示
す手掛かりを残しており、これは PC たちにとって
は警告として働きうる。
〈知覚〉難易度 13：風がこの一帯の地面や植生を
荒っぽく剥ぎとり傷をつけている（この判定に成功
すれば、以下の〈魔法学〉および〈自然〉判定が行なえ
る）。
〈魔法学〉難易度 13：元素か、あるいはそれ以外
の超自然のクリーチャーが、爆発するような何らか
のパワーでもってこの地面の傷を作った。このパ
ワーは、複数のクリーチャーが互いに近接していれ
ば、そのクリーチャーたちをまとめて巻き込むこと
が可能である（この範囲は、“爆発 3”である）。
〈自然〉難易度 13：この地面の傷は、ある一か所の
空気が突然爆発してできたもののように見える。こ
のような空気の爆発が自然に生じることはなく、ク
リーチャーが一か所に固まっている場合、このよう
な爆発は非常に危険なものとなりうる（この範囲は、

M at i a s Ta p i a

“爆発 3”である）。
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7 つのねじくれた黒い岩の柱――2 つがそれぞれ基部でつながっ
た 3 組と、相手のないものが 1 つ――が、寺院の入り口を取り囲ん

第2章

ゴーナドウアの歯
でいる。柱はいずれも高さおよそ 30 フィートで、表面は風雨にさ
らされてなめらかになり、そして尖った先端はまるで岩の触手のよ
うに見える。見てくれは禍々しいが、これはごく普通の岩である。

寺院の入り口
摩耗した黒い岩が入り口と、そして寺院の中へと続く階段を形
作っている。粗い、そして歳経た彫刻がその壁を飾っているが、そ
の図は掠れて、何をかたどったものかはっきりとはわからないが、
ひとつだけ、日没を模したとわかるものがある。階段を降りていく
と、同じ黒い石でできた、閉じた扉に続いている。
階段で以下の技能を使用することができるが、キャラクターが誰
か 1 人でも階段に踏み込んだなら、下記の「元素の危険」の項目を参
照すること。
〈魔法学〉難易度 13（魔力感知）：この入り口は魔法のオーラを帯
びており、おそらく何らかの魔法の防御であろうと思われる。
〈魔法学〉難易度 20（魔力感知）：魔法のオーラが見えなければ読
めない秘文が扉に仕掛けられている。これを抜けるには、ひとこと
あるいは 1 フレーズの合言葉が必要なようだ。
〈知覚〉難易度 9：この階段はしょっちゅう、そして最近使用され
ている。中型および小型の人型生物の足跡があるのがわかり、また、
荷車の車輪の跡も見つかる。足跡も車輪の跡も、出たり入ったりし
ている。

元素の危険
キャラクターが階段に踏み込んだらすぐに、戦闘遭遇『元素の守

水たまり
水たまりの中の泥は灰色で非常にべたつく――そして、腐った卵
の臭いがする。水たまりの深さはいずれも 2 フィートである。

護者たち』
（P.22）の開始となる。エレメンタルたちはザルナクとそ
の部下の邪教徒たちは無視するが、冒険者たちのような侵入者は決
して見逃さない。

〈知覚〉難易度 13：この水たまりの中にあったと思しき泥が周囲
に飛び散っている。まるで何ものかがあちこちにその泥を投げ散ら
かしたかのようだ（この判定に成功すれば、以下の〈魔法学〉および
〈自然〉判定が行なえる）。
〈魔法学〉難易度 13：この泥は元素の性質を持っている。この泥
の中にクリーチャーがいることも、あるいはこの泥自体がクリー
チャーである可能性さえもあり、そのクリーチャーがおそらくこの
泥を見ての通り周囲に投げ散らかしたのだろう。
〈自然〉難易度 13：泥はあまりに浅く、静かで、そして冷たいため、
自然に泥を吹き飛ばすような気体や熱水がこの泥の中に存在すると
いうことはあり得ない。さらに、飛び散った泥跳ねは、自然に飛ん
だというには余りにも秩序だった散り方をしている。
水たまりに手を出す：PC たちが岩の欠片やその他の、水たまりを
激しく乱す物体を水に入れ出したなら、戦闘遭遇『元素の守護者た

A da m R e x

ち』
（P.22）に進むこと。
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元素の守護者たち
遭遇レベル 2

セットアップ
ダスト・デヴィル（D）

1体

レッサー・エア・エレメンタル（E）

1体

マッド・マン（M）

3体

雷鳴の秘文（罠）

1 ヵ所

ダスト・デヴィルは非常に危険である。もし君の卓にいるのが“弱
いパーティー” だったり、遭遇をあまり挑戦的でないものにしたい
と考えているなら、ダスト・デヴィルを除去し、代わりにもう 1 体
エレメンタルを追加すること。
PC たちは、遭遇の開始時に彼らがいるということがきちんと説
明のつく場所であれば、どこにいてもよい。
遭遇の開始時に、以下の文章を読み上げること：
一陣の風が吹き、埃を舞い上げて草の葉を揺らす。水溜りの中の泥
が泡立つ。風は突然止むが、しかしそこにはぎらぎらと光る眼をした
ダスト・デヴィルと渦巻く風が残っている。硫黄の臭いが鼻をついた
かと思うと、その直後、泥でできた人の形が近くの水たまりから立ち
上がる。このクリーチャーどもも、ぎらぎらと光る眼をしている。
ダスト・デヴィル（D）
レベル 3 遊撃役
小型・元素・魔獣（風、地）
hp：47；重傷値：23
イニシアチブ：＋7
AC18；頑健14、
反応16、
意志14
〈知覚〉±0
移動速度：8
完全耐性：
［毒］
、
［病気］
特徴
スピード・デーモン／スピード狂
ダスト・デヴィルは減速状態や動けない状態の時は、すべての防御値に－2の
ペナルティを受ける。
標準アクション
mグラスピング・ウィンズ／つかみかかる風◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：2d6＋4ダメージ、このダスト・デヴィルは目標を2マスまで横滑りさせる。
C スティンギング・サンズ／肌を刺す砂塵◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・爆発3（爆発の範囲内の敵すべて）；＋6対“頑健”
ヒット：3d6＋3ダメージ。さらに目標はこのダスト・デヴィルの次のターンの
終了時まで盲目状態になる。
ミス：半減ダメージ。
移動アクション
M ゲイル・ブラスト／突風炸裂◆再チャージ 5 6
効果：ダスト・デヴィルは5マスまでのシフトを行なう。そして、その移動の間に
初めて隣接したそれぞれの敵すべてに対し1回づつ以下の攻撃を行なう。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対”頑健”
ヒット：目標は倒れて伏せ状態になる。
技能：
〈隠密〉
＋10
【筋】8（±0）
【敏】18（＋5）
【判】8（±0）
【耐】15（＋3）
【知】5（－2）
【魅】15（＋3）
属性：無属性
言語：始原語

レッサー・エア・エレメンタル（E）
レベル 1 奇襲役
小型・元素・魔獣（風）
hp：23；重傷値：11
イニシアチブ：＋7
AC：15；頑健12、反応14、意志13
〈知覚〉
±0
移動速度：0、飛行6（ホバリング）
脆弱性：［火］5
特徴
ファントム・オン・ザ・ウィンド／風に乗る影
このエア・エレメンタルは、“自分に隣接している敵がいない”状況でターンを
開始したならば不可視になる。この不可視はこのエレメンタルの次のターン
が終了するか、このエレメンタルが攻撃を行なうまで持続する。
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）；＋6対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ。
M グラスプ・オヴ・ストームズ／まきこむ嵐◆無限回
攻撃：近接・1（このエレメンタルを見ることができないクリーチャー1体）；＋
4対“反応”
ヒット：2d6＋4ダメージ、このエレメンタルは目標をつかむ。このつかみが終
了するまで、
目標は継続的ダメージ5を受け、かつこのエレメンタルにヒットした
近接攻撃および遠隔攻撃は、つかまれている目標にも半減ダメージを与える。
技能：〈隠密〉＋8
【筋】16（＋3）
【敏】17（＋3） 【判】11（±0）
【耐】11（±0）
【知】5（－3）
【魅】8（－1）
属性：無属性
言語：始原語を理解する
マッド・マン（M）3 体
レベル 2 暴れ役
中型・元素・魔獣（地、水）
hp：43；重傷値：21
イニシアチブ：＋2
AC14；頑健15、反応13、意志13
〈知覚〉
＋7
移動速度：5（沼渡り）
暗視
完全耐性：［毒］、
［病気］
特徴
リレントレス・アソールト／執拗な猛攻
マッド・マンは、減速状態または“動けない状態”のクリーチャーに対しては、
攻
撃ロールに＋2のボーナスを得る。
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）；＋7対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ。
R マッド・ボール／泥の球◆［無限回］
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：2d6＋2ダメージ、および目標はマッド・マンの次のターン終了時まで
減速状態になる。もしも目標がすでに減速状態であるなら、
目標はマッド・マ
ンの次のターン終了時まで“動けない状態”になる。
トリガー型のアクション
アモルファス・ボディ／不定形の体◆遭遇毎
トリガー：このマッド・マンに近接攻撃がヒットする
効果（即応・対応）：このマッド・マンは3マスまでシフトを行なう
技能：〈隠密〉＋7
【筋】16（＋4）
【敏】13（＋2）
【判】13（＋2）
【耐】13（＋2）
【知】6（－1）
【魅】8（±0）
属性：無属性
言語：始原語

戦術
エレメンタルたちは単純なクリーチャーであり、召喚されたあと
この地にしばりつけられ、侵入者から寺院を守るよう命じられてい
る。
ダスト・デヴィル：このエレメンタルは、最初にスティンギング・
サンズを使用する。その後、ダスト・デヴィルはグラスピング・ウィ
ンドを使用して敵を泥溜まりか棘だらけの藪の中に横滑りさせ、あ
るいは階段の下に落とす。
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セッション4

レッサー・エア・エレメンタル：このエレメンタルは、敵をつかむ
までファントム・イン・ザ・ウィンドと組み合わせたグラスプ・オ

E

ヴ・ストームを使用する。その後、つかみを維持し、犠牲者を殴り
殺そうとする。
マッド・マン：このエレメンタルは近接戦闘を好み、泥の近くに
いるものに集中する。敵に手が届かない場合、マッド・マンはマッ
ド・ボールを使用する。

このエリアの情報
明るさ：“明るい”陽光。
倒れた丸太：この朽ちた木の幹は “移動困難な地形” であり、遮蔽
を提供するだけの高さがある。

M

泥のプール：泥の深さは 2 フィートであり、沼渡りを持っていな

M

いすべてのクリーチャーにとって “移動困難な地形” である。もし、
ダスト・デヴィルが泥の中でターンを開始することになると、ダス
ト・デヴィルは次の自分のターンの開始時まで、減速状態になった
上、ゲイル・ブラストを使用した際に2マスしかシフトできなくなる。

D

岩と瓦礫：これらのマス目は“移動困難な地形”である。
階段：この階段は地下に続いており、道の反対側の端では落差
10 フィートである。この階段は非常にでこぼこで急なため、“移動

M

困難な地形”となる。
寺院の扉：階段の一番下の扉には鍵がかかっている（開けるには
難易度 20 の〈魔法学〉；壊すには難易度 20 の〈運動〉；機械的にこじ
開けるには難易度 13 の〈盗賊〉）。安全に入る方法は唯一、適切な合
言葉を言うことのみである。PC たちはその合言葉をジャカイアン
から聞き出しているはずだ。プレイヤーたちに、この入り口を入る
特別な方法を知っているかと尋ねること。1 人以上のプレイヤーが
合言葉（“潜むものがすべてを喰らう”）を知っていたなら、PC たちは
この合言葉を使うことができる。
合言葉を使用すれば、何ごともなく扉を開けることができる。し
かし、冒険者たちがこの合言葉を使わずに扉を開けた場合、雷鳴の
秘文が起動する。
雷鳴の秘文
レベル 2 罠
感知：
〈魔法学〉
難易度20（魔力感知）
完全耐性：すべてのダメージ及び状態
トリガー時のアクション
C サンダラス・ブラスト／雷鳴炸裂（
［雷鳴］
）
◆遭遇毎
トリガー：適切な合い言葉を使用することなく、もしくは、秘文を無力化することな
く、
保護された扉を初めて開けたとき。
攻撃：近接範囲・爆発5（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；＋5対“頑健”
ヒット：10［雷鳴］
ダメージ。さらに目標は倒れて伏せ状態となる。
ミス：半減ダメージ。
対抗手段
◆合い言葉：適切な合い言葉によりこの碑文は無力化される。
◆無力化：扉に隣接したマス目から難易度20の
〈魔法学〉判定あるいは
〈盗賊〉
判定を行なうことによって秘文を無力化できる。失敗（15以下）：秘文は上記
の攻撃を行なう。

棘だらけの藪：この種の植物を含むマス目は “移動困難な地形” で

結末
エレメンタルたちを倒すと、PC たちは寺院の入り口を開けるこ
とができる。「このエリアの特徴」の項目のうち、「寺院の扉」を参照
のこと。
PCたちが扉を開けたら、以下の文章を読み上げること：
軋むような音とともに、両開きの石の扉が開く。乾いた空気が噴き
出し、きつい煙の臭いが鼻をつく。広い回廊が急な傾斜を描きつつ、
闇の中へと下って行っている。床と天井は滑らかで、回廊沿いのとこ
ろどころのくぼみには石像が収められている。石像はぱっと見にはご
く普通の人型生物の戦士をかたどったものと見えるが、それぞれどこ
か妙なところがある――飛び出した眼、ひげの代わりの触手、肌から
滴る粘液、その他諸々。

報酬
エレメンタルたちを倒し、この一帯を探索し、日没寺院へ入る扉
を開けたことで、それぞれの PC たちは 275XP を獲得する。
宝物：マッド・マンの死体には、骨やその他のゴミが入っている。
うち 1 体には、ランダムな魔法のアイテム（P.2 参照）が 1 つ入ってい
たことが、そのクリーチャーが破壊された後にわかる。

あり、軽度に隠蔽されている。クリーチャーが棘だらけの藪のマス
目を出るには、2 マス分の移動を費やすか、あるいは 3 ダメージを
負う。
ゴーナドウアの歯：この石の柱は、高さ 30 フィートの遮断地形で
ある。この岩は上のほうに行くほど細くなっている。柱に登ること
は可能である（〈運動〉難易度 20）。
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セッション 5：破滅のヴィジョン
セッションの開始時に、これまでの出来事をまとめること。
◆ イアリーエイボアの商人会議とレディ・ブロンは、PC たちに

1．閉ざされた回廊
巨大な遮蔽物が天井から落ちてこの通路をふさぎ、ザルナクが無
事逃走できるようにしている（P.27 参照）。

イースティングの村で “奈落の疫病” が出たという噂について調
べてくるよう依頼した。疫病を引き起こしたのは、ある狂信者
集団である。
◆ PC たちは、イースティングでのプレイグ・デーモンとの戦闘の
後、疫病に感染してしまっている可能性がある。
◆ その戦闘で捕虜となった邪教徒の 1 人は、その狂信者集団の寺
院がイースティングの南の荒れ地の中にあることを明らかにし
た。
◆ PC たちは寺院の入り口を見つけ、元素の守護者たちと戦った。
いまや寺院への扉は開け放たれている。
PCたちが廊下を歩きはじめたら、以下の文章を読み上げること：
凹凸のない廊下にある石像は、廊下が急な下りになっていくのと同
時に人型生物のものではなく、異形のものが増えてくる。煙の臭いが
強く鼻をつき始め、前方に燃え盛る炎から散る火の粉のきらめきが目
に入る。
ザルナクは予言のヴィジョンを見、またジャカイアンからの伝言
を聞いたことから、狂信者たちに侵入者を迎え撃つ準備をさせてい
る。パーティー一行は狂気のドワーフたちの不意を討つことはでき
ない。
PCたちが第 1 のエリアに踏み込んだら、以下の文章を読み上げるこ
と：
2 つの炎の渦が部屋を照らし出している。崩れた柱の名残の瓦礫が
山を成し、この一帯のあらゆるものが煤をかぶっている。この部屋に
は出口が複数あり、そのほとんどは閉まった両開きの扉である。
渦巻く炎の間には、黄色いローブを着た背の高いドワーフが立って
いる。彼の肌と、そしてもじゃもじゃの赤毛の上に火影がちらちらと
踊っている。
部屋の奥では、木製の腕木に支えられた 2 つの張り出しの上で、ド
ワーフたちが君たちめがけてクロスボウを構えている。小さな火鉢の
火が、張り出しをそれぞれ照らし出している。
張り出しの間では、鉄製の落とし格子が、今君たちが入ってきたのと
同様な、先へと続くはずの道をふさいでいる。落とし格子の後ろには、
紫のローブを着た赤毛のドワーフがいる。彼は言う。
「貴様らの到来は
予言にて語られていた」
紫のローブのドワーフは、ザルナク・サブラクである。冒険者た
ちに彼と会話させてやること。ザルナクは明らかに発狂しており、
パーティー一行を嘲ったり煽りたてたりするが、その狂った悪口雑
言はほとんど無意味なものばかりである。いくらか言葉を交わす間
に PC たちが戦闘に踏み切らなかったならば、黄色いローブのドワー
フ、アズリグが「どいつもこいつも喋りすぎだ」といちゃもんをつけ、
殴りかかってくる。戦闘が始まったら、戦闘遭遇『外ホール』
（P.26）
に進むこと。

日没寺院の概容
酷い臭いをたてる火桶が、この一帯のほとんどに “薄暗い” 照明を
提供している。

2．地下牢
覆いを下ろした小さな窓のついた錆だらけの扉は、外からかんぬき
がかかっている。この小部屋のひとつから、絶望的な男性の叫び声が
響いてくる。
「助けてくれ！ 置いてかないでくれ！ 情報を知ってるぞ、
恐ろしい情報だ。きっと役に立つから！ 頼む！」
中央の小部屋の 1 つから、痩せこけて汚れきったヒューマンの男
がここから出してくれと叫んでいる。外からかんぬきを外してやる
のは簡単だ。PC たちが彼の部屋の扉を開けてやるなら、彼は安堵
のあまり気を失う。彼は拷問のために大小様々な傷を負っている。
魔法の治療を行なうか、〈治療〉判定（難易度 13）に成功すれば、彼
は元気になる。
この囚人は、イースティング近くの荒野に住んでいた隠者マルグ
リムである。意識を取り戻すと、彼は気が狂ったように、怪物じみ
た青いウーズで、寺院の深部に続く道を守っていた “形なきもの” に
ついてわめきたてる。このウーズは “大聖堂の中の背の高い祭壇の
形で眠っている”のだという。彼はさらに、“黒き嚢胞”と称するもの
のことについて、小声でささやく――そこで彼は、狂ったドワーフ
の見者が銀色と金色とに輝く赤い塊をかき回していたのを見たのだ
そうだ。“黒き嚢胞”への入り口は “大聖堂の先、黒いオベリスクを越
えたところ”だという。
解放されると、マルグリムは自分で寺院の外に出ていく。もし
PC たちが戦闘遭遇の後に囚人について調べるのを拒否したなら、
このセッションは終了である。
拷問室：廊下の先は、檻や拷問台、水を満たした盥などのある部
屋になっている。

3．狂気の礼拝堂
菫色や緑、そして黒の、めまいのするような文様を描くタイルのモ
ザイクがこの部屋の壁を覆っている。部屋の一方の端は大きく落ち込
み、そこには水が満たされている。
そのモザイク模様は、じっと見ているとうねりくねって動き出す
ように見える。それは何やら不安になるが、実害はない。深さ3フィー
トの水溜めは儀式的な水浴に用いられたもので、汚い水が溜まって
いる。

4．図書室
この部屋は、崩れ落ちそうな家具や朽ちかけた紙束、そして壊れた
箱でいっぱいである。
ばらばらの紙は、寄せ集めると、ウーズや異形のモンスターに関
する気違いじみた論文であるとわかるが、結局無価値なものだ。
宝物：ゴミの中を探っていた PC たちは、ランダムな魔法のアイ
テム（P.2 参照）をひとつ、およびポーション・オヴ・ヒーリング 1
本を発見する。

5．ルーンの輪
床の上には、光を放つルーン文字で輪が描かれている。この輪は
召喚の儀式に使われているもので、微弱な魔法のオーラを有する。
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セッション5
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外ホール

PC たちは、“どこか別の場所にいる” というロールプレイをしてい
ない限り、“start”エリアから遭遇を開始する。

遭遇レベル 3

雑魚たちが入ってきたら、以下の文章を読み上げること：

セットアップ

方々の扉から、チェインメイルに身を包んだドワーフたちが、灰色の、

アズリグ・サブラク（A）

まるで岩のような肌をしたゴブリンと一緒に飛び込んでくる。その大

ザルナク・サブラク（Z）
サブラク氏族の弩兵（B）

2体

サブラク氏族の戦士（「戦術」の項目参照）

4体

サブラク氏族のノーカー（「戦術」の項目参照）

4体

アズリグ・サブラク（A）
レベル 3 精鋭 制御役
中型・自然・人型、ドワーフ
hp：94；重傷値：47
イニシアチブ：＋4
AC17；頑健15、
反応16、
意志14
〈知覚〉＋7
移動速度：5（地渡り）
夜目
抵抗：
［火］5（重傷の間は
［火］10）
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
Oフレイムレイジ・オーラ／燃え盛る憤怒のオーラ
（
［火］
）
◆オーラ1
アズリグが重傷の間、オーラの範囲内でターンを開始した敵はみな、
［火］
ダメ
ージ5を受ける。
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
アズリグ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
アズリグは、
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・
スローを行なうことができる。
標準アクション
mフレイミング・フィスト／炎の拳（
［火］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d4＋4ダメージに加えて1d4＋3［火］
ダメージ。更にアズリグは目標
を1マス横滑りさせることができる。
M ファイアリー・フラリー／灼熱の連撃
（
［火］
）
◆無限回
効果：アズリグはフレイミング・フィストを2回使用する。もしそれぞれ別の敵
を攻撃したなら、いずれか一方の横滑りをさらに1マス余計に行なうことができ
る。
A ラスフル・エラプション／憤怒の奔流（［区域］、
［火］、
［雷鳴］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔範囲・爆発1・10マス以内（爆発の範囲内の敵すべて）
；＋6対“反
応“
ヒット：2d8＋2［火］
ダメージ
ミス：半減ダメージ。
効果：この爆発の範囲内は、アズリグの次のターンの終了時まで持続する雷
鳴の区域となる。この区域の中にいる敵は攻撃ロールに－2のペナルティを負
う。区域内でターンを終了したすべての敵は、5点の
［雷鳴］
ダメージを受ける。
移動アクション
ファイアリー・トランスポート／炎の移送（［瞬間移動］、
［火］）◆再チャージ 5
6
必要条件：アズリグは炎が燃えている範囲に隣接するか、その範囲の内にい
なければならない。
効果：アズリグは火が燃えている範囲の中か、炎に隣接するマスに瞬間移動す
る。アズリグが出現した時にアズリグに隣接するすべての敵は5点の
［火］
ダメ
ージを受ける。
トリガー型のアクション
フレイム・レイジ／燃え盛る憤怒
（［火］、
［変身］）◆遭遇毎
トリガー：アズリグが初めて重傷になった時。
効果（アクション不要）：アズリグのサイズは大型になる。アズリグの新しいサ
イズによって占められるマスにいるクリーチャーは、アズリグに隣接するマスに
押しやられる。それらのクリーチャーは5点の
［火］
ダメージを受ける。アズリグ
の近接攻撃の間合いは1マス増加する。アズリグは遭遇終了まで大型サイズ
である。
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】12（＋2）
【耐】15（＋3）
【知】10（＋1）
【魅】8（±0）
属性：混沌にして悪
言語：共通語、始原語、
ドワーフ語
装備品：ローブ
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きく見開いた眼や歯をむき出した様子から、彼らの熱狂と狂気が見て
取れる。

サブラク氏族の弩兵（B）2 体
レベル 2 砲撃役
中型・自然・人型、ドワーフ
hp：33；重傷値：16
イニシアチブ：＋4
AC16；頑健14、反応15、意志13
〈知覚〉
＋5
移動速度：5
夜目
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
この弩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
この弩兵は、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・スローを行なうことができる。
標準アクション
mウォーハンマー
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋3ダメージ。
rクロスボウ
（［精神］、
［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ、
目標が遮蔽を得ていない場合には追加で1d6［精神］
ダメージ。
【筋】14（＋3）
【敏】16（＋4）
【判】8（±0）
【耐】15（＋3）
【知】10（＋1）
【魅】12（＋2）
属性：悪
言語：共通語、
ドワーフ語
装備品：チェインメイル、ウォーハンマー、クロスボウ、ボルト×20
サブラク氏族の戦士（W）4 体
レベル 1 雑魚 砲撃役
中型・自然・人型、ドワーフ
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14、意志12
〈知覚〉
＋4
移動速度：5
夜目
特徴
ドワーフ・ソリダリティ／ドワーフの連携
ドワーフの味方に隣接している間、この戦士は頑健防御値と意志防御値に＋4
のボーナスを得る。
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
この戦士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
この戦士は、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・スローを行なうことができる。
標準アクション
mウォーハンマー
（［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、この戦士がドワーフの味方に隣接している間は6ダメージ。
rクロスボウ
（［精神］、
［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ、
目標が遮蔽を得ていない場合には追加で2［精神］
ダメージ。
【筋】13（＋1）
【敏】16（＋3）
【判】8（－1）
【耐】15（＋2）
【知】10（±0）
【魅】12（＋1）
属性：悪
言語：共通語、
ドワーフ語
装備品：チェインメイル、ウォーハンマー、クロスボウ、ボルト×20

ザルナク：この狂える見者は寺院のより深い場所へと撤退する。
その際、巨大な石の塊が落とし格子のすぐ後ろに落下し、大聖堂へ
の通路をふさぐ。ザルナクは敵が自分の攻撃範囲内に入ってきたと
きのみ攻撃を行ない、アクション・ポイントを使用して撤退する。

セッション5

サブラク氏族のノーカー 4 体
レベル 2 雑魚 暴れ役
小型・元素・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：＋2
AC14；頑健15、
反応13、
意志12
〈知覚〉＋1
移動速度：6
夜目
標準アクション
mバトルアックス
（
［武器］）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：5ダメージ、および目標に隣接する仲間のノーカー1体につき1点の追加
ダメージ。
トリガー型のアクション
C エレメンタル・リビューク／元素の叱責◆遭遇毎
トリガー：敵1体がこのノーカーのヒット・ポイントを0にする。
攻撃（アクション不要）：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内のトリガーを発生さ
せた敵）
；＋5対“頑健”
ヒット：6ダメージ。
【筋】14（＋3）
【敏】12（＋2）
【判】11（＋1）
【耐】17（＋4）
【知】6（±0）
【魅】7（±0）
属性：悪
言語：共通語
装備品：バトルアックス

ザルナクのデータについては P.46 を参照のこと。
サブラク氏族の弩兵：この弩兵たちはそれぞれの持ち場の張り出
しの上に留まり、クロスボウで敵を狙い撃ちにする。
サブラク氏族の戦士とノーカー：最初のラウンドで、北側の壁と落
とし格子に挟まれた西の角（X でマークされた場所）以外の入り口す
べてから、2 体の雑魚たちが入ってくる。雑魚たちは扉をあけっぱ
なしにしておく。彼らはアズリグが戦術的優位を得るのを補助し、
弩兵のほうに行こうとするものの邪魔をする。

このエリアの情報
明るさ：“明るい”光（火と火桶）。
入り口の回廊：入り口の回廊（スタート・エリア）は急な上り坂に
なっている。この廊下から室内への効果線は、スタート・エリア内

戦術

のマス目に立っている時のみ得られる。

アズリグ：アズリグはラスフル・エラプションを使用して、敵ど

渦巻く炎：渦巻く炎に入るか、その中でターンを終了したクリー

もを自分のほうへと駆り立てる。パーティー一行が玄関の広間でぐ

チャーすべては［火］ダメージ5を負う。1体のクリーチャーが1ター

ずぐずしているようなら、特にそうする。彼は近接戦闘を好み、特

ンに 2 回以上このダメージを受けることはない。

に敵を渦巻く火の中に横滑りさせ、また、その火を瞬間移動に利用

落とし格子：鉄製の落とし格子は部分遮蔽を提供し、この場所に

できる位置取りでの戦闘を好む。重傷になると彼は激怒し、巨大化

固定されている（むりやり開けるには難易度 25 の〈運動〉判定）。格

するが、意味のある戦術はほとんど使えなくなる。アズリグは死ぬ

子の棒と棒の間隔は 6 インチである。
瓦礫：この瓦礫は 3 フィートの高さがあり、“移動困難な地形” で

まで戦う。

ある。これは遮蔽を提供する。
木製の張り出し：木製の梯子が、高さ 10 フィートの張り出しのそ
れぞれに続いている。どちらの張り出しもあまり丈夫には作られて

START

X

おらず（〈地下探検〉難易度 9）、その支えを引き倒すことは可能であ
る（1 回の標準アクションとして行なう場合、難易度 13、1 回のマ
イナー・アクションの場合は難易度 20）。張り出しが落ちるとその
上にいたクリーチャーもすべて落ち、その場所は “移動困難な地形”
になる。

結末
狂信者たちは熱狂的ではあるが、〈威圧〉もしくは〈交渉〉判定（難

A

易度 20）に成功すれば、中の 1 人から寺院のだいたいの構造を聞き
出すことができる。彼らは全員、“旧き元素の目” と称する存在を信
仰している。この存在についてよく知っているキャラクターはいな
い。
マルグリム：戦闘の決着がつくと、このエリアにいる囚人（P.24 参
照）は助けを求めて叫び始める。

報酬
PC たちはそれぞれ、アズリグとその従者たちを倒したことに対
して、350XP を獲得する。

B

B
Z

宝物：アズリグは、エリア 6 および 13 の鍵のかかった扉を開け
る鉄の鍵を持っている。さらに、この場のモンスターたちは、キャ
ラクター 1 人あたり 20gp 相当の貴重品を持っている。
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セッション 6：寺院の探索
セッションの開始時に、これまでの出来事をまとめること。
◆ イアリーエイボアの商人会議とレディ・ブロンは、PC たちに

この部屋には木箱に樽、それに大きな袋が詰め込まれており、また
血の臭いがたちこめている。切り裂かれたヤギの死体が 1 頭、それに
キジが何羽か、天井の鍵からつりさげられている。

イースティングの村で “奈落の疫病” が出たという噂について調
べてくるよう依頼した。疫病を引き起こしたのは、ある狂信者
集団である。
◆ PC たちは、イースティングでのプレイグ・デーモンとの戦闘の
後、疫病に感染してしまっている可能性がある。
◆ その戦闘で捕虜となった邪教徒の 1 人は、その狂信者集団の寺

この部屋を調べてわかるのは、この狂信者集団は潤沢な物資を
持っているが、飲食物については大したものは摂っていないという
ことである。それ以外のものとしては、毛布の山だの、様々な衣服
が詰め込まれた木箱だの、様々な工具類だのがある。
宝物：物資をあさっていた PC たちは、ポーション・オヴ・ヒー

院がイースティングの南の荒れ地の中にあることを明らかにし

リング 1 本、アロー 40 本、クロスボウ・ボルト 100 本、陽光棒 2 本、

た。

そして 50 フィートの絹のロープを見つける。

◆ PC たちは寺院の入り口を見つけ、元素の守護者たちと戦い、寺
院の内部のいくぶんかを探索した。
◆ PC たちは捕虜にした狂信者たちと寺院に囚われていたマルグリ
ムとのどちらか一方、あるいは両方と話をしているだろう。こ
れらの情報源から、彼らは大聖堂とその守護者（“青いウーズ”）、
“黒き嚢胞”、そして “奈落の疫病”の原因について聞いているはず
だ。プレイヤーたちに、この寺院について何かほかに知ってい
ることはないかと尋ね、いずれかのプレイヤーが知っているこ
とはパーティー全体が知っているものとして扱うこと。
本セッションは PC たちが“外ホール”にいて、寺院のほかの部分を

7．食堂
隣にベンチのある大きな木製のテーブルが 3 つ、この一帯を占領し
ている。テーブルには汚れた皿が散乱し、床には食べかすや小さな骨
が散らかっている。皿のいくつかにはカビが生えており、この一帯は
食べ物の腐った臭いがする。
ここには価値のあるものはない。

8．台所
まだ温かい燃えさしが詰まった大きな暖炉がひとつ、縁が高くなっ

探索する準備を整えたところから始まる。

た井戸のそばの壁沿いに作り付けられ、部屋の中央には大きな釜が据

うろつく狂信者ども

コーヴの床には、朽ちかけた跳ね上げ戸が切られている。そこからは

ザルナクは PC たちがやってくるのに気付くと、部下たち――ド

え置かれている。その傍には木箱と樽が小さな山になっている。アル
吐き気を催すような臭気が漂ってくる。

ワーフとノーカー――を“外ホール”、“大聖堂”、そして“目の寺院”に
再配置し、寺院のそれ以外の場所は誰もいない状態にした。狂信者

井戸の水は新鮮で清潔である。大釜には冷えた肉のシチューが満

の中にはその命令を無視したものもいた。自分たちの能力を過信し

たされ、木箱には食料品が、樽にはエールが入っている。跳ね上げ

たこの頑固な狂信者どもは、侵入した冒険者などを返り討ちにして

戸はごみ捨て穴を覆っている（エリア 9 を参照）。

くれるつもりだったのである。
探索のどこかの時点で、4 体のサブラク氏族のノーカーおよび 4
体のサブラク氏族の戦士から成る一団が、PC たちを待ち伏せして
襲いかかる。これらのクリーチャーのデータは、P.27の戦闘遭遇、
『外
ホール』のものを使用すること。この遭遇は君が戦術マップを持っ
ている “外ホール” で発生させてもよいし、それ以外のどこかで発生
するのでもよい。この雑魚たちは隠れているので、PC たちを不意
討ちできる可能性がある。
もし捕虜が生きていたなら、その狂信者は、他の狂信者に関する
上記と同じ情報を知っており、そのことについて、戦闘遭遇『外ホー
ル』の「結末」の項目（P.27）でそれを明らかにする。

日没寺院の居住区
寺院の全体図については、P.25 を参照のこと。酷い臭いをたてる
火桶が、この一帯のほとんどに“薄暗い”照明を提供している。

6．倉庫
この部屋へ続く扉は鍵がかかっている（開けるには難易度 20 の
【筋力】判定、あるいは難易度 13 の〈盗賊〉判定）。PC たちはおそらく、
セッション 5 でアズリグの死体からこの扉の鍵を見つけているはず
だ。
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9．ごみ捨て穴
この暗い穴からは腐った臭いやごみの臭いが漂ってくる。深い穴の
中では、蛆虫のはい回るごみが山を成している。
穴の深さは 20 フィートで、粘液で覆われている（穴の壁面を登る
には難易度 20 の〈運動〉判定）。
腐った跳ね上げ戸の上に立ったクリーチャーはすべて、1/6 の確
率で蓋を踏み抜いて落ちる。落ちてもダメージはないが、そのクリー
チャーは全身どろどろの汚穢まみれになる。ごみの中に価値のある
ものはみつからない。

10．ドワーフの部屋
8 つの木製の寝台が壁沿いに並んでいる。それぞれの寝台の足元に
は、木製の櫃が置かれている。
櫃には鍵はかかっていない。
宝物：櫃には衣服や、その他、コインや象牙のパイプなどといっ
た貴重品が入っており、その総額は部屋にいるキャラクター 1 人あ
たり 15gp 相当である。

セッション6

11．会議室
この部屋には木製の椅子が 2 脚、それにテーブル
が 1 つある。パイプ草の匂いが空中に漂っており、
テーブルの上には賭け事をしていたらしき道具が
残っている。
さいころ

部屋の 1 つには指の骨でできた骰 子が 1 組、
それに『スリードラゴン・アンティ』のカード
が1組あり、カードの中にダガーが1本混ざっ
ている。別の部屋にはイカサマ用に印をつけ
てあるトランプが 1 組（印がつけられている
のを見つけるには、難易度 20 の〈知覚〉判定）、
そしてパイプ草をつめたちっぽけな木製の
箱がある。

12．ノーカーの棲処
この部屋の床を覆う土は、湿った地面の臭い
を発している。土には浅いくぼみが掘られてい
る。部屋の隅には衣服が積み上がっている。
この一帯はそれぞれ、ノーカーの寝室となっており（彼らの小さ
な足跡を見つけるには難易度 19 の〈知覚〉判定）、くぼみは彼らの寝

寝台は動物の毛皮で覆われている。
宝物：キャビネットにはドワーフの衣服、水を満たした水差し、

床である（難易度 13 の〈魔法学〉判定に成功すれば、ノーカーが柔ら

キャラクター 1 人あたり 10gp 相当の価値がある、上等なドワーフ

かい地面の中で寝るのを好むことを知っている）。すばやく数える

ウイスキーの瓶が何本か、それにランダムな魔法のアイテムが 1 つ

と、1 部屋につき 8 ヶ所の寝床があることがわかる。衣服のほとん

入っている（P.2 参照）。

どは、飾り気のないチュニックと飾り気のないズボンである。
宝物：それぞれの部屋には、キャラクター 1 人あたり 5gp ぶんの、
銅貨や銀貨や、その他のきらきら光る安ピカものがある。

14．聖具保管室
この部屋は空っぽである。ここで PC たちは、東の大聖堂の中で
水がごぼごぼという音を聞きつける。

13．高位の司祭の部屋
この部屋の外扉には鍵がかかっている（開けるには難易度 20 の
【筋力】判定、あるいは難易度 13 の〈盗賊〉判定）。PC たちはおそらく、
セッション 5 でアズリグの死体からこの扉の鍵を見つけているはず
だ。
この部屋にある家具といえば、部屋を暖めている暖炉だけだ。鍵の

〈知覚〉難易度 13：鉄製の長靴の足音が聞こえる。東側の大きな
部屋に誰かいるのは間違いなさそうだ。

大聖堂
キャラクターがこのエリアに入ったなら、P.30 の、『大聖堂の守
護者』の戦闘遭遇に進むこと。

かかっていない2つの扉は、それぞれ質素な寝室と、そして木製のキャ

St e v e Ell i s

ビネットのある部屋へと続いている。
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大聖堂の守護者
遭遇レベル 2

セットアップ
サブラク氏族の侍祭（A）

1体

サブラク氏族の寺院守護騎士（T）

2体

サブラク氏族の弩兵（B）

1体

サブラク氏族のノーカー（N）

4体

冒険者たちは聖具室をこっそりと抜けて、不意討ちをしようとす
るはずだ。そうするには、PC たちはそれぞれ、〈隠密〉判定（難易度
16）に成功しなければならない。半数以上のキャラクターが成功し
たなら、パーティーは不意討ちラウンドを得る。
PCたちがこの一帯を覗き込めるようになったら、以下の文章を読み
上げること：
この広大な部屋を占領しているのは、
汚い水を湛えた2つの広いプー
ルである。裂けた穴の両側にひとつずつ、プールがあるのだ。口から
水を吹き出す背の高い緑色の石像が、水盤を挟むようにして立ち、青
い石で出来た巨大な祭壇が、高さ3フィートの石の台座の上に据えら
れている。
しっかりと武装したドワーフと、灰色の肌のゴブリンから成る一団
が、戦いに備えて待ち構えている。
サブラク氏族の侍祭（A）
レベル 3 砲撃役（指揮）
中型・自然・人型、ドワーフ
hp：39；重傷値：19
イニシアチブ：＋1
AC17；頑健15、
反応14、
意志16
〈知覚〉＋6
移動速度：5
夜目
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
この持祭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
この持祭は、
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・スローを行なうことができる。
標準アクション
mバーニング・ウォーハンマー／灼熱のウォーハンマー
（［火］、[武器]）◆無限
回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10ダメージ、および1d6＋2の
［火］
ダメージ
rマインド・ライトニング／精神電撃破
（
［電撃］
）
◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：1d12＋4［電撃］
ダメージ、および目標はこの侍祭の次のターンの終了
時まで戦術的優位を与える。
C アース・ストンプ／大地の踏みつけ◆再チャージ：最初に重傷になった時
攻撃：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内の敵すべて）；＋6対“頑健”
ヒット：1d12＋4ダメージ。この侍祭は目標をすべて2マスまで横滑りさせ、倒
して伏せ状態にする。
効果：この侍祭か、または爆発内の味方1体は、1マス横滑りする。
技能：
〈魔法学〉
＋7
【筋】11（＋1）
【敏】10（＋1）
【判】10（＋1）
【耐】15（＋3）
【知】13（＋2）
【魅】17（＋4）
属性：混沌にして悪
言語：共通語、
ドワーフ語
装備品：ローブ、ウォーハンマー
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サブラク氏族の寺院守護騎士（T）2 体
レベル 3 兵士役
中型・自然・人型、ドワーフ
hp：48；重傷値：24
イニシアチブ：＋3
AC19；頑健16、反応13、意志16
〈知覚〉
＋5
移動速度：5
夜目
特徴
Oインセイン・フォーカス／狂気の専心（［恐怖］、
［精神］）◆オーラ1
オーラ内の敵はシフトできない。オーラ内におり、
この寺院守護騎士にマークさ
れている敵がこの寺院守護騎士を目標に含まない攻撃を行なった場合、その
敵は
［精神］
ダメージ5を受ける。
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
この寺院守護騎士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
この寺院守護騎士は、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・スローを行なうことができる。
標準アクション
mウォーハンマー
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋6ダメージ、さらにこの寺院守護騎士は目標を1マス押しやる。
そして守護騎士は目標が移動して空いたマスへと1マスのシフトを行なえる。
効果：寺院守護騎士は次の自分のターン終了時まで、
目標をマークする。
rケイオス・ルアー／混沌の誘引（［精神］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対“意志”
ヒット：1d6＋4［精神］
ダメージ、寺院守護騎士は目標を3マス引き寄せる。
効果：寺院守護騎士は次の自分のターン終了時まで、
目標をマークする。
ルアー・アンド・スマッシュ／誘引と痛撃◆再チャージ 5 6
効果：寺院守護騎士はケイオス・ルアーを使用し、次にウォーハンマーを使
用する。もし両方の攻撃を同じ目標に対してヒットさせたら、寺院守護騎士は
その目標を倒して伏せ状態にする。
【筋】17（＋4）
【敏】10（＋1）
【判】8（±0）
【耐】16（＋4）
【知】10（＋1）
【魅】16（＋4）
属性：混沌にして悪
言語：共通語、
ドワーフ語
装備品：プレート・アーマー、ヘヴィ・シールド、ウォーハンマー
サブラク氏族の弩兵（B）
レベル 2 砲撃役
中型・自然・人型、ドワーフ
hp：33；重傷値：16
イニシアチブ：＋4
AC16；頑健14、反応15、意志13
〈知覚〉
＋5
移動速度：5
夜目特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
この弩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
この弩兵は、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・スローを行なうことができる。
標準アクション
mウォーハンマー
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋3ダメージ。
rクロスボウ
（［精神］、
［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ、
目標が遮蔽を得ていない場合には追加で1d6［精神］
ダメージ。
【筋】14（＋3）
【敏】16（＋4）
【判】8（±0）
【耐】15（＋3）
【知】10（＋1）
【魅】12（＋2）
属性：悪
言語：共通語、
ドワーフ語
装備品：チェインメイル、ウォーハンマー、クロスボウ、ボルト×20

戦術
これらの狂ったクリーチャーは、死ぬまで戦う。ドワーフの 1 人
を捕虜にして尋問したキャラクターは、ザルナクが “形なきものよ、
我に道を示せ！”の合言葉を使い、祭壇の下の秘密の階段を通って“下
の寺院”に逃げたことを知る（より詳しい情報については、P.32 のセッ
ション7：寺院の守護者を参照のこと）。彼らはこの祭壇が生きてい
ることは口にしない。また、彼らは件の合言葉がすでに機能してい
ないことも知らない。
サブラク氏族の侍祭：この女性のドワーフは、戦闘中、わめきた

プール：べたつく水（深さ 2 フィート）がこの水盤を満たしている。
プールは“移動困難な地形”である。
瓦礫：この岩の山（壊れた石像）は “移動困難な地形”であり、遮蔽
を提供するだけの高さがある。
石像：この 4 つの像のそれぞれを緑色の薄膜が覆っている。この

セッション6

サブラク氏族のノーカー 4 体
レベル 2 雑魚 暴れ役
小型・元素・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：＋2
AC14；頑健15、
反応13、
意志12
〈知覚〉＋1
移動速度：6
夜目
標準アクション
mバトルアックス
（
［武器］）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：5ダメージ、および目標に隣接する仲間のノーカー1体につき1点の追加
ダメージ。
トリガー型のアクション
C エレメンタル・リビューク／元素の叱責◆遭遇毎
トリガー：敵1体がこのノーカーのヒット・ポイントを0にする。
攻撃（アクション不要）
：近接範囲・爆発2（爆発内でトリガーを発生させた敵）
;＋5対“頑健”
ヒット：6ダメージ。
【筋】14（＋3）
【敏】12（＋2）
【判】11（＋1）
【耐】17（＋4）
【知】6（±0）
【魅】7（±0）
属性：悪
言語：共通語
装備品：バトルアックス

薄膜は、実際は乾いて死んだグリーン・スライムである（判別する
には難易度 13 の〈地下探検〉判定）。石像はそれぞれ、半ばスライム
に喰われたヒューマンをかたどっているように見え、その表情は恐
怖に凍りついている。石像の足元からは天然の湧水が湧き出してお
り、石像たちのぽっかりと空いた口からプールへと注いでいる。
書斎：この脇の部屋については、次のセッションで詳述する。

結末
戦闘が終わったら、以下の文章を読み上げること：
最後の守護者が倒れると、気味の悪い静寂が満ちる。
大聖堂のさらなる探索については、次回のセッションで扱う。

報酬
PC たちはそれぞれ、日没寺院を探索し、狂信者どもを倒したこ
とに対して、275XP を得る。
宝物：守護者たちは、キャラクター 1 人あたり 30gp に相当する
宝飾品を持っている。PC たちが、その他の様々な脇の部屋を調べ
ている間に見つけるであろう他の宝物については、エリア 6、10、
12 および 13 を参照すること。

てたり大言壮語を語ったりする。遠隔攻撃者に対しては、彼女はマ
インド・ライトニングを好んで使用する。近接攻撃者から逃れるた
め、彼女はアース・ストンプを使用する。
サブラク氏族の寺院守護騎士：この気の狂った一団は、敵を部屋
の中に引きずり込むためにケイオス・ルアーを使用する。彼らは近
接キャラクターを砲撃役に近寄らせないために、ルアー・アンド・
スマッシュを使用する。

STUDY

サブラク氏族の弩兵：このドワーフは、遠隔攻撃者からの狙撃に

VESTRY

対して遮蔽を取り続け、比較的安全な位置にいる。彼は遮蔽されて
いない目標を好む。
サブラク氏族のノーカー：この熱狂的なクリーチャーたちは寺院守
護騎士たちの脇にいつづけ、パーティーが有利にならないようにす
る。彼らは互いに、また寺院守護騎士たちに対して戦術的優位を与
えようとする。

Statue

Statue
Pool

T

このエリアの情報
明るさ：天井から下がったオイルランプが “明るい” 光を提供して

T

いる。
祭壇：この祭壇の周囲だけ、室温が低くなっている。祭壇に隣接
するマス目あるいは祭壇の上でターンを開始したキャラクターはす

N
ALTAR

PIT

A

べて、［冷気］ダメージ 5 を負う（狂信者たちは完全耐性を有する）。

N

穴：この裂けた穴の深さは 10 フィートであり（登るには難易度

N

13 の〈運動〉判定）、底には古い人型生物の骨がある。穴に落ちたク
リーチャーは 1d10 ダメージを負う。
Pool
Statue

B

N
Statue
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セッション 7：寺院の守護者
セッションの開始時に、これまでの出来事をまとめること。
◆ イアリーエイボアの商人会議とレディ・ブロンは、PC たちに
イースティングの村で “奈落の疫病” が出たという噂について調
べてくるよう依頼した。ある狂信者集団が病をばらまいている。
◆ PC たちは、イースティングでのプレイグ・デーモンとの戦闘の
後、疫病に感染してしまっている可能性がある。
◆ その戦闘で捕虜となった邪教徒の 1 人は、その狂信者集団の寺
院がイースティングの南の荒れ地の中にあることを明らかにし
た。
◆ PC たちは寺院の入り口を見つけ、元素の守護者たちと戦い、寺
院の内部を探索しながらその中心まで到達した。寺院の中心で、
PC たちは寺院の内陣への入口と、そして疫病の根源を見つけ出
さねばならない。自分たちを待ち構えるのは何かということに
ついて、彼らは囚人のマルグリムか、あるいは捕虜にした狂信
者の話から手掛かりをつかんでいるはずである。プレイヤーた
ちに、この寺院について何を知っているかと尋ね、自分の持つ
情報をすべて使っていいという許可を出すこと。彼らが何も、
あるいはほんの少ししか知らないという場合でも、パーティー
は “疫病の原因は寺院のさらに深いところにあるに違いない” と
いうことは知っており、よってこの寺院には、より深い場所に
行くための秘密の入口があるはずだということは理解している。

開始する準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
部屋は静まり返っている。巨大な青い祭壇がこの周辺に、あからさ
まに気味の悪い、凍りつくような空気を噴き出している。
冒険者たちが探索するのは自由である。プレイヤーたちに、それ
ぞれのキャラクターが探索している場所にフィギュアを置かせるこ
と。そうすれば、戦闘遭遇の開始時に、君は誰がどこにいるかすぐ
わかる。

このエリアの情報
明るさ：天井からぶら下がったオイルランプが、“明るい” 光を提
供している。
祭壇：祭壇の周囲では気温は一段と低くなっている。祭壇に隣接
するマス目あるいは祭壇の上でターンを開始したキャラクターはす
べて、［冷気］ダメージ 5 を負う（狂信者どもはこれに対して完全耐
性を有する）。さらなる情報については、後述の「祭壇を調べる」の
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項目を参照のこと。
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この穴に落ちたクリーチャーは、1d10 のダメージを被る。
プール：これらのプールの中には、どろどろした水（深さ 2 フィー

セッション7

穴：この裂け目になった穴の深さは 10 フィートであり（登るには
難易度 13 の〈運動〉判定）、底には古い人型生物の骨が散乱している。

ト）が満たされている。プールは“移動困難な地形”である。
瓦礫：この石くれの山（壊れた石像）は、“移動困難な地形” であり、
遮蔽を提供しうるだけの高さがある。
石像：4 つの石像のそれぞれの表面を、緑の薄膜が覆っている。
この膜は、実のところ乾燥して死んだグリーン・スライムである（判
別するには難易度 13 の〈地下探検〉判定）。石像はどれもスライムに
喰われる人型生物に見えるように彫刻されており、その表情は恐怖
に凍りついている。水は石像の下にある天然の湧き水のもので、石
像のぽっかりと開いた口から水桶に注がれている。
書斎：この部屋には朽ちかけた机とがたがたになった本棚がある。
机を探ったキャラクターは、ポーション・オヴ・ヒーリング 1 本と、
ランダムな魔法のアイテム（P.2）1 つが、何の価値もない紙束や干
からびた品物の中にまぎれているのを見つける。

祭壇を調べる
遠目には、祭壇はなめらかな蒼い岩の塊のように見える。さらに
近寄って調べると、祭壇から青い液体が滲みだし、きっちりと切ら
れた石の上に流れ出す幻影が見える。祭壇とその周囲の空気は、不
快なほどに冷たい。
〈魔法学〉難易度 13（魔力感知）：祭壇は警護の魔法による強い魔
法のオーラを放っている。この魔法は、例えば近づきすぎたクリー
チャーは［冷気］ダメージを負うといったようなものである。
〈知覚〉難易度 9：祭壇の下の床は摩耗しており、これはつまり、
この祭壇は過去に動かされているということである。おそらくこの
下は空洞になっているのだろう。
祭壇に祈りを捧げる：キャラクターが祭壇に礼をするか、それ以
外にも何らかの敬意を示した場合、そのキャラクターは、実際に 1
以上の［冷気］ダメージを受けるまで、［冷気］に対する抵抗 5 を得る
（この恩恵から、なぜ狂信者どもが過去の遭遇において祭壇の［冷気］
ダメージに対する完全耐性を有していたかがわかる）。
祭壇を動かす：狂信者たちは、祭壇を開けるのに合言葉（“形なき
ものよ、我に道を示せ！”）を使っていたが、ザルナクは、この寺院
の護りを活性化したときに、この合言葉の使用をやめてしまった。
現在、秘密の通路に入る方法は、唯一祭壇を押してずらすことだけ
である。しかし、PC たちがそうしようとしたなら、実はウーズの
怪物であるところの祭壇は目覚め、襲いかかってくる。そうなった
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なら、P.34 の戦闘遭遇『形なきもの』に進むこと。

33

形なきもの

〈地下探検〉難易度 13：このウーズは［冷気］への抵抗と［火］への

遭遇レベル 3

脆弱性を有する。

セットアップ

判定によって消滅させることができる。また、物理的に破壊するこ

〈魔法学〉難易度 13：この水の触手は、〈魔法学〉あるいは〈宗教〉
ともできる。

“形なきもの”、アジュア・ジェリー（A）
水の触手（T） 4 体

氷の壁は出口を封じ、PC たちを聖堂の中に閉じ込める（氷の壁は、

4 人パーティーに対しては、“形なきもの” のヒット・ポイントを
55 減らし、コールド・スナップの再チャージをウーズが初めて重
傷になったときのみに限定し、アイシー・ブラッドのパワーを無視
すること。パーティーが苦戦するようであれば、インスティンクティ
ヴ・ランペイジの使用を 1 ラウンドに 1 回よりも少なくすること。
6 人パーティーもしくは熟練したプレイヤー揃いだった場合、ジェ
リーのヒット・ポイントを 45 増やし、コールド・スナップの再
チャージを 5 および 6 とし、水の触手をもう 1、2 体追加することも
考慮してみること。
ウーズが目覚めたら、以下の文章を読み上げること：
青い光が閃き、血も凍るような風が吹きすぎると、部屋の温度は氷
点下に低下する。氷の壁が伸び上がって出口を封鎖する一方、祭壇は
ふくれあがり、丸くなり、青いウーズの形になると、恐るべき言語で
何ごとか言う。プールからは、
透明で巨大な水の触手が飛び出してくる。
キャラクターが深淵語を話すなら、以下の文章を読み上げること：
ウーズは言う。
「ハラヘッタ！」

STUDY
VESTRY

マップのすぐ外側にできたとして扱うこと）。部屋は凄まじく寒く
なり（後述の「このエリアの情報」を参照のこと）、祭壇を礼拝した際
に与えられた［冷気］への抵抗が適用される。
ウーズと触手を配置し、イニシアチブをロールし、戦闘を開始す
ること。ウーズが目覚めたときにウーズのマス目に立っていた冒険
者たちはすべて、ウーズに隣接するランダムなマス目に押しやられ
る。
水の触手（T）4 つ

レベル 2

雑魚

罠

物体
発見：自動的に発見できる
イニシアチブ：＋3
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
AC16；頑健12、反応14、意志13
移動速度：2
完全耐性：すべての状態、
［毒］、
［冷気］、継続ダメージ
特徴
プールバウンド／水から出られず
水の触手は存在する水たまりから出ることができない。水から強制的に出され
たならば、ただちに破壊される。
ウォーターリィ・フォーム／浮月斬り難し
［力場］
ダメージを与える攻撃でもなく、クリティカル・ヒットでもない攻撃から
ダメージを受けたときには、水の触手はセーヴィング・スローを行ない、
成功
すればそのダメージを0にできる。
標準アクション
M スラム／叩きつけ
（［冷気］）◆無限回
攻撃：近接・5（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：5［冷気］
ダメージ。さらにこの触手は目標を3マス横滑りさせる。
対抗手段
◆破壊：〈魔法学〉
または
〈宗教〉
（5マス以内から、標準アクションとして）
：難易
度13に成功することで、5マス以内の触手を1つ破壊できる。難易度20
に成功すれば5マス以内の触手2つを破壊できる。失敗（8以下）：触手は
フリー・アクションとしてスラムを使用する。

戦術
形なきもの：このウーズは自分自身を動かして、できるだけ多く
Statue

Statue

T

Pool

T

の敵をコールド・スナップで攻撃できる場所に移動させるために、
インスティンクティヴ・ランペイジを使用する。その後、できるだ
け多くの敵の傍に居続けてオーラや攻撃、インスティンクティヴ・
ランペイジの力を活用できるようにする。可能であればジェリーは、
自分に対して近接攻撃を行なっている敵が、ウォーター・テンタク
ルの間合いに入るように動く。

A

水の触手：この奇怪な人造は、最も近くにいる敵を攻撃し、目標

ALTAR

PIT

を穴の中に横滑りさせるか、プールの中に引き寄せる。まるで “形
なきもの” の意識の一部ででもあるかのように、触手は戦術的に動
いてこの巨大なウーズを助け、敵をウーズの近くや、ウーズが動い
ていける空いた場所に放り込む。“形なきもの” が死ぬと、残ってい
た触手はすべて消滅する。

T
Statue
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Pool

T
Statue

このエリアの情報
明るさ：天井から下がったオイルランプが “明るい” 光を提供して
いる。
台座：この台座の高さは 3 フィートである。その中央には、石造

セッション7

“形なきもの”、アジュア・ジェリー（A）
レベル 3 単独 暴れ役
大型・異形・野獣（ウーズ、無視覚）
hp：188；重傷値：94
イニシアチブ：＋3
AC15；頑健16、
反応15、
意志14
〈知覚〉＋2
移動速度：5（氷渡り）
擬似視覚10
完全耐性：盲目状態、
幻惑状態、
［凝視］効果；抵抗：
［冷気］5
脆弱性：
［火］10
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント2
特徴
Oフリージング・ミスト／凍てつく霧（
［冷気］
）
◆オーラ1
オーラ内の敵はシフトできない。オーラの範囲内でターンを開始した敵はみな、
［冷気］
ダメージ5を受ける。
インスティンクティヴ・ランページ／本能的な大暴れ
このジェリーは、その
（イニシアチブ判定の結果＋10）
の時点で、フリー・アクシ
ョンとして移動速度分まで移動することができる。ジェリーはこの移動の間は
敵の接敵面を通り抜けることができる。また、この移動の間は“すべてのダメ
ージに対する抵抗5”を得る。この移動の間に初めて特定の敵の接敵面に入
るたび、ジェリーはその敵に対してスラムによる攻撃を行える。しかしこれがヒ
ットしても、つかみは発生しない。ジェリーが支配状態、または朦朧状態によ
ってフリー・アクションができなかった時、ジェリーがこの移動を行なう代わり
に、それらの効果は終了する。
ウーズ／粘体
“無理矢理入り込む”際、このジェリーは移動速度の半分ではなく、完全な移動
速度で移動する。また、攻撃ロールにー5のペナルティを受けず、“無理矢理入
り込んでいる”ことにより戦術的優位を与えない。
プリング・グラブ／つかんで引きずる
このジェリーは自分がつかんでいる目標を、
自分が移動するあらゆるアクション
の一部として移動させることができる。
標準アクション
mスラム（［冷気］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋4の
［冷気］
ダメージ、さらにこのジェリーは目標をつかむ
（脱出
難易度13）
。
M ラッシュ／むち打ち◆無限回
効果：ジェリーはスラムを2回使用する。
C コールド・スナップ／凍結波
（
［冷気］
）
◆再チャージ 6
攻撃：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内の敵すべて）；＋6対“頑健”
ヒット：2d6＋4［冷気］
ダメージ、さらに目標は自分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。目標は自分の次のターンの終了時まで減速状態となる。
トリガー型のアクション
チリング・フィードバック／冷気の反響
（
［冷気］
）
◆無限回
トリガー：ジェリーが自身のターンにダメージを受ける。
効果（フリー・アクション）
：ジェリーにつかまれているクリーチャーは全員、
［冷
気］
ダメージ5を受ける
（訳注：インスティンクティヴ・ランページはアジュア・
ジェリー自身のターン中に行なうものではないため、インスティンクティヴ・ラン
ページ中にこのパワーを使用することはできない）
。
アイシー・ブラッド／氷冷漿液◆遭遇毎
トリガー：ジェリーが初めて重傷になる。
効果（アクション不要）：ジェリーはコールド・スナップを再チャージし、ただち
に使用する。
【筋】17（＋4）
【敏】14（＋3）
【判】12（＋2）
【耐】15（＋3）
【知】3（－3）
【魅】3（－3）
属性：混沌にして悪
言語：深淵語

りの螺旋階段が下の暗闇へと続いている。氷の壁（下記参照）が、階
段をふさいでいる。
氷の壁：この壁は、“形なきもの” が死ぬまで、聖堂の出口を封鎖
している。壁の厚さはそれぞれ 1 フィートである（AC ／反応 2；頑
健 20；100HP；［死霊］、［精神］、［毒］、［冷気］、強制移動、すべ
ての状態、および継続的ダメージに対する完全耐性）。
穴：この裂けた穴の深さは 10 フィートであり（登るには難易度
13 の〈運動〉判定）、底には古い人型生物の骨がある。穴に落ちたク
リーチャーは 1d10 ダメージを負う。
プール：冷たい水（深さ 2 フィート）がこの水盤を満たしている。
プールは“移動困難な地形”であり、この中でターンを終了したクリー
チャーすべては［冷気］ダメージ 5 を負う。
瓦礫：この岩の山（壊れた石像）は “移動困難な地形”であり、遮蔽
を提供するだけの高さがある。
石像：この 4 つの像のそれぞれを緑色の薄膜が覆っている。この
薄膜は、実際は乾いて死んだグリーン・スライムである（判別する
には難易度 13 の〈地下探検〉判定）。石像はそれぞれ、スライムに喰
われるヒューマンをかたどっているように見え、その表情は恐怖に
凍りついている。それぞれの石像の中は中空になっていて、これが
何らかの噴水であったのだとわかるが、それはもう機能していない。
書斎：詳細については P.33 を参照のこと。

結末
“形なきもの”が死んだら、以下の文章を読み上げること：
巨大なウーズは黒い氷のように固まり、それから砕け散る。そのあ
とには、巨大な青い宝石が 1 つ残っている。不自然な寒さは弱まり、
出口をふさぎ、台座の中の螺旋階段を覆っていた氷は融ける。階段は
暗い穴の中へと続いており、そこからは奇妙なささやき声が登ってくる。
冒険者たちは “目の寺院” ――神殿の心臓部であり、“奈落の疫病”
の発生源――への秘密の通路に到達した。
この時点で PC たちは、大休憩を取ることができる。下級奈落の
疫病に罹っているものは、この病に関しての〈持久力〉判定（P.5 の進
行表を参照）を行なうこと。

報酬
“形なきもの” と戦い、“目の寺院” への入口を発見したことで、PC
たちはそれぞれ 350XP を獲得する。今シーズンのすべてのセッショ
ンに参加していたプレイヤーのキャラクターは 2,250XP を有するは
ずである。そのキャラクターは、今やレベル 3 に達している。
宝物：ウーズの中のアクアマリンの宝石は、キャラクター 1 人あ
たり 100gp 相当の価値がある。PC たちはまた、書斎でも宝物を見
つけることができる（P.32 参照）。

35

第3章
大休憩を取り終え、PC たちが大聖堂のさらに地下深くにある “目
の寺院” へ踏み込む準備は整う。ほとんどの PC たちは 2,250XP を獲
得し、よって 3 レベルになっているはずである。

セッション 8：掴みかかる狂気
セッションの開始時に、これまでの出来事をまとめること。
◆ イアリーエイボアの商人会議とレディ・ブロンは、PC たちに
イースティングの村で “奈落の疫病” が出たという噂について調
べてくるよう依頼した。ある狂信者集団が、疫病をばらまいて
いる。
◆ PC たちは、イースティングでのプレイグ・デーモンとの戦闘の
後、疫病に感染してしまっている可能性がある。
◆ その戦闘で捕虜となった邪教徒の 1 人は、その狂信者集団の寺
院がイースティングの南の荒れ地の中にあることを明らかにし
た。
◆ PC たちは寺院の入り口を見つけ、元素の守護者たちと戦い、寺
院をその中心部まで探索した。そこで冒険者たちは守護者たち
をすべて倒し、さらに深部の神殿へと続く螺旋階段を降りていっ
た。
君の準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
螺旋階段を降りて行くうちに、無意味な、しかし聞いているうちに
気がくるいそうになるささやき声がだんだん大きくなってくる。階段
は、小さな部屋の天井を抜けて延びている。その部屋の壁はすっかり
黒い石でできていて、またその部屋からは 4 本の廊下が伸びている。

技能チャレンジ：狂気の迷路
PC たちは、初めてこの場に足を踏み入れた “目の寺院”の敵対者で
ある。とはいえまず彼らは、入り組んだ迷路を抜けねばならない。
本セッションは、読み上げ文で説明されている迷路の入り口の部

第1場：道の選択
PCたちが迷路の入り口の部屋から延びる4 本のトンネルを調べ始め
たら、以下の文章を読み上げること：
廊下はどれも同じように見える――暗くて、わけのわからないささ
やき声に満ちている。それぞれの扉の上についているしるしだけが、
唯一の違いだ――左巻きの螺旋の中にある目が描かれているのだが、
その目の瞳として、それぞれに異なったしるしが入っている。
〈魔法学〉難易度 9：“瞳” は、それぞれ地水火風の元素のシンボル
が捻じ曲げられて描かれたものだ。
〈魔法学〉難易度 13：それぞれのシンボルのねじ曲がった状態か
らして、これはそれぞれの元素の負の側面をあらわしているものと
考えられる。風は不可視で素早く、噂や嘘を愛する。地は執念深く
頑固だ。火は狡猾で熱く、破壊的だ。水は冷たく、暗く、柔軟だが
窒息させる。
パーティー一行がさらに難易度 13 の〈宗教〉判定に成功して、“旧
き元素の目” について知っているなら、冒険者たちは、これらのシ
ンボルが “旧き元素の目” の邪悪な従僕たちをあらわすものであろう
と推測することができる。
〈地下探検〉難易度 21：このように曲がる道は、それが最終的に
は交わるものであることを示唆している。この部屋はどうやら、螺
旋を描く迷路の中心のようだ。パーティーがどの入り口を選ぶかは
さして問題ではなさそうだ。この判定に成功していれば冒険者たち
は迷路に入る前に何らかの危険を感じ取ったことになり、この場面
以外で行なうすべての判定に、PC たちは＋ 2 のボーナスを得る。
〈宗教〉難易度 13：目のしるしはゴーナドウアのそれに似ている
が、通常、彼のしるしの要素として螺旋が用いられることはない。
PC たちが、狂信者たちは “旧き元素の目”の信奉者であると知ってい
たなら、このしるしはその存在のものであろうと推測することがで
きる。
道を選ぶ：冒険者たちは 1 つ以上のトンネルを進むことができる。
彼らが選んだ道の元素を記録しておき、第 2 場に進むこと。

屋から開始となるが、この部屋に関するマップはない。この部屋か
らは 4 本のトンネルが伸びており、それぞれが特定の元素（地・水・
火・風）に結び付いている。
この技能チャレンジは、それぞれに異なった技能の組み合わせで
迷路の特定の箇所を抜けるという、様々な場面の連続で構成されて
いる。それぞれに特定の技能が記載されてはいるが、プレイヤーた
ちが何か独創的な解決法を考え付いてキャラクターの技能を使用す
るのなら、それを受け入れること。
複雑度：特殊――P.38 の戦闘遭遇、『目の寺院』を参照のこと。
時間的枠組み：それぞれの場面は、数分かけて迷路の中を探索し
ていることを示す。

第 2 場：元素の狂気
廊下の中では、ささやき声はさらに大きく、そしてだんだんに意味
のあることを言い始める。それは、元素の力と栄光について語っている。
君は様々な感覚の中に飲み込まれ始める……
どのような感覚であるかは、選択した元素による。風は落下の感
覚を作り出す。地は押しつぶされるような感覚を生む。火は焼けつ
くような熱さを感じる。水を選んだ一団は、溺れるような感覚に圧
倒される。この感覚は、PC たちの、なんとかこの迷路を脱出しな
ければならないという思いに伴うものである。この道行を描写する
にあたり、元素の感覚を適宜利用すること。
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伝うのか尋ね、PC たちにそれぞれ、適宜技能判定をさせること。

地
上空から何かをすりつぶすような音がして、そして君たちは間もな
く、大きな部屋の端に出る。出口は唯一、ひび割れた床を隔てて入り

例えば、あるキャラクターが〈魔法学〉を使用して有害作用を無効化

口とは反対側にある、閉じた扉だけだ。巨大な丸石がいくつも部屋中

しようとする一方、別のキャラクターは〈持久力〉でその作用に耐え

を転がりまわり、互いにこすれ合いながら、部屋を横切るだけのはず

ようとする、といった感じに。誰かが〈交渉〉を用いて仲間を力づけ

の道を塞いでいる。

第3章

プレイヤーたちに、それぞれのキャラクターがどのように迷路の
中を移動し、元素の狂気に対処し、あるいは他人が対処するのを手

るということもできる。難易度 21 の判定に成功した PC は全員、み
んなが迷路を抜ける難易度を効果的に下げたという扱いで、集団の
〈看破〉判定の難易度を 2 ずつ低下させる。もし、第 1 場でパーティー

〈地下探検〉難易度 21（集団判定）：PC たちはこすれ合う丸石を
縫って、安全な道を抜けていく。

が小集団に別れたなら、それぞれの集団においてこの判定難易度を
低下させられるのは、1 人の PC に限られる。
前述の方法ですべての PC が判定を行なったなら、それぞれの集
団に集団〈看破〉判定をさせること。
〈看破〉難易度 13（集団判定）：冒険者たちは全員、この判定を行
なわねばならない。集団の過半数のキャラクターがこの判定に失敗
したなら、その集団のキャラクターは全員、回復力 1 回ぶんを失う。
集団判定の後、第 3 場に進むこと。

火
上空からパチパチとはぜる音が響き、そして君たちは間もなく、大
きな部屋の端に出る。赤く光る石炭が床を覆っている。部屋中は煙で
かすんでいるが、しかし部屋の反対側の閉じた扉ははっきりと見える。
君のすぐ足もとの石炭は、君が現れたのに応えるようにひときわ明る
く輝きだした。
〈隠密〉難易度 21（集団判定）：PC たちは、石炭を発火させること

第 3 場：元素の危険

なく部屋を横切る。

冒険者たちが 1 つの集団にまとまっていたなら、彼らは元素の危
険要因が 1 つある幅 30 フィートの部屋にやってくる。第 1 場で複数
の集団に別れていたなら、それぞれの小集団はそれぞれに自分の行
き着いた危険要因と対峙しなければならない。
プレイヤーたちに、それぞれの PC はどのように危険に対処する
か尋ね、PC たちにそれぞれ、適宜技能判定をさせること。例えば
あるキャラクターは〈軽業〉で危険を避けようとする一方、別のキャ
ラクターは〈知覚〉を用いて安全な通路を見出そうとするかもしれな
い。難易度 21 の判定に成功した PC は全員、みんなが迷路を抜ける

水
上空から滝の音が聞こえ、そして君たちは間もなく、大きな部屋の
端に出る。床からは水が上へと噴き出し、噴き出した水はその後、部
屋の中央の巨大な渦巻く泉へと流れ込んでいる。部屋の反対側の閉じ
た扉だけは、水にも靄にもさえぎられずに見えている。
〈持久力〉難易度 21（集団判定）：PC たちは無事に流れを渡って部
屋を横切る。

難易度を効果的に下げたという扱いで、集団判定（下記参照）の難易
度を 2 ずつ低下させる。もし、第 1 場でパーティーが小集団に別れ
たなら、各 PC は自分が同行しているグループの集団判定難易度し
か低下させることができない。
集団判定（下記参照）：これはその集団が選択した元素に関連した
技能判定であり、その集団の全員がこの判定を行なわねばならない。
集団の過半数の PC がこの判定に失敗したなら、その集団のキャラ
クターは全員、回復力 1 回ぶんを失う。集団判定の後、第 4 場に進

第 4 場：寺院への到着
ささやき声は徐々に消え、暗く長い廊下はがっしりとした両開きの
扉の前で終わる。扉には、瞬かぬ目の巨大なシンボルがくっきりと描
かれている。
PC たちのフィギュアを、第 1 場で選んだ元素（1 つまたは複数）か
ら繋がる扉の外側においた状態で、戦闘遭遇『目の寺院』を開始する

むこと。

こと。扉に鍵はかかっておらず、寺院の中の方に開く。

風

は同時に寺院に到着したことにするが、パーティーが再び合流する

上空から吼え猛る風の音が迫り、そして君たちは間もなく大きな部
屋を見下ろす張り出しの上に出る。張り出しはギザギザの床のずっと
上空にあり、反対側にある閉じた扉まで、細い木製の柱が飛び石状に
続いている。この部屋の中では、思いもよらぬ方向から風が吹きつけ
てくる。

パーティーが第 1 場で複数の小集団に別れていた場合、それぞれ
まで、異なった小集団のプレイヤー同士での情報交換は行なわせな
いこと。
第 2 場または第 3 場で回復力を失っていたキャラクターがいたな
ら、戦闘遭遇の開始前に回復力を失ったことを必ず記録させておく
こと。

〈自然〉難易度 21（集団判定）：PC たちは突風に乗って安全地帯に
行き着く。
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目の寺院
遭遇レベル 3
冒険者たちは寺院の中心部に踏み込む際、自分たちが選んだ元素

WATER

AIR

に関連する扉から入ることになる（マップ参照）。踏み込んだ部屋の
中には何もない。（PC たちが小集団に別れて狂気の迷路を抜けたの
なら、それぞれが異なった扉から入ってくることになる。）狂気の迷
路の中で 1 回ぶん以上の回復力を失ったキャラクターは、この場に

D

到着した際、疲れて混乱している――「セットアップ」の項目を参照
のこと。

D

PCたちが扉を開けたら、以下の文章を読み上げること：
扉の向こうは、3 つの階層からなる逆転ピラミッド型に落ち窪んだ
大きな部屋になっている。扉はその逆ピラミッドの1 番上の端にあり、
階段が下へと続いている。それぞれの階層は直前の階層より10フィー

B S

ト低くなっており、それぞれの階の間は、スロープを描くざらざらし
の中央にある高さ30フィートの黒水晶のオベリスクは、まったく光を
反射していない。足場に支えられた木製の渡り板が、逆ピラミッドの
最上階層からオベリスクの先端までをつないでいる。渡り板やその足

D

場の傍には、木箱や道具類が転がっている。部屋の向こうには黒い石

Platform Level

Floor Level

た黒い石壁となっている。火桶の火が煌々と光を放っているが、部屋

S B

の祭壇があり、もうひと組、両開きの扉がある。
D

PC たちは部屋の中に入ると、もうひとつの祭壇、そしてすべて
の両開きの扉を見ることができる。プレイヤーたちに、どのように
この部屋を探索するかそれぞれ尋ねること。そうすれば遭遇の開始
時に冒険者たちがそれぞれどこにいるか把握できる。誰かがオベリ

FIRe

EARTH

スクに触れるか、あるいは部屋の下の階層に一歩でも踏み出した瞬
間、モンスターたちが現れる。
〈魔法学〉難易度 9（魔力感知）：オベリスクが放つ魔法は非常に強
く、ほとんど圧倒的と言ってよい。

セットアップ
“黒き嚢胞”のエレメンタル（B）

2体

鞭打つ混沌のプレイグ・デーモン（D）

4体

PC たちがオベリスクに触れるか、部屋の下の階層に足を踏み入
れるまで、モンスターたちをマップ上に置かないこと。
モンスターたちが現れたら、以下の文章を読み上げること：
部屋を満たすささやき声は、すぐに耳を指すようなうめき声に変わ
る。火が火の粉を散らし、プレイグ・デーモンたちが黒いポータルか
ら飛び出し、火桶の傍に出現した。巨大なオベリスクからちぎれるよ
うに、蒸気をあげる黒い石でできたクリーチャーが現れる。それぞれが、
自分たちが現れた石の上に、まるで魔法の入口の跡でもあるかのよう
にきらめくエネルギーを残している。
戦闘を始めること。狂気の迷路の中で1回ぶん以上の回復力を失っ
た PC は、戦術的優位を与える（セーヴ・終了）。
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“黒き嚢胞” のエレメンタル（B）2 体
レベル 4 暴れ役
中型・元素・魔獣（地、水、火、風）
hp：65；重傷値：32
イニシアチブ：＋4
AC16；頑健17、反応16、意志15
〈知覚〉
＋6
移動速度：5（突撃時は7）
特徴
Oマッド・スリック／ぬめる泥濘◆オーラ1
このエレメンタルが重傷の間、オーラ内は敵にとって移動困難な地形となる。
オーラ内の敵に対してこのエレメンタルは1マス余計に押しやりまたは横滑りさ
せることができる。
センシティヴ・トゥ・レイディアント／光輝による脆弱化
このエレメンタルは
［光輝］
ダメージを受けたなら、次の自分のターンの終了時ま
での間に、
自分にヒットする最初の1回の攻撃に対し、“脆弱性5”を得る。
標準アクション
mスラム（［火］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ、さらに継続的［火］
ダメージ5（セーヴ・終了）
。
M クウェイク・スラム／大地を揺るがす突撃◆再チャージ 5 6
効果：このエレメンタルは突撃を行ない、通常の突撃攻撃の代わりにスラムを
2回使用する。または、突撃を行なわずにスラムを2回使用する。
マイナー・アクション
M イル・ウィンド／災厄の風◆無限回（1ラウンドに1回まで）
効果：近接1（継続的［火］
ダメージを受けているクリーチャー1体）
;エレメンタ
ルは目標を1マス横滑りさせられる。
【筋】17（＋5）
【敏】15（＋4）
【判】8（＋1）
【耐】15（＋4）
【知】3（－3）
【魅】12（＋3）
属性：混沌にして悪
言語：奈落語、始原語

戦術
クリーチャーどもが協働する様子はほとんどない。モンスターた
ちはそれぞれ、自分の敵を選んでその相手に専念する。
“黒き嚢胞”のエレメンタル：これらのクリーチャーは、可能であれ
ば突撃して戦闘に参入する。そして敵を殴って気絶させるのだ。彼
らはクウェイク・スラムおよびイル・ウィンドを使用し、敵を部屋
のより遠く、そして深くへと放り込む。このエレメンタルは１回の
移動アクションで、輝くエネルギーのポータルの一方に隣接するマ
ス目（「このエリアの情報」参照）から、もう一方のポータルに隣接す
るマス目へと瞬間移動することができる。
プレイグ・デーモン：イースティングのデーモンたちと同様、こ
の魔物たちは疫病に感染していない目標を好む。デーモンたちはそ
れぞれ自分の敵を選び、敵をつかんで孤立させようとする。イース
ティングのデーモンたちとは異なり、このデーモンたちは初めから
侵入者たちを殺そうとする。

このエリアの情報
明るさ：“明るい”光。
祭壇：これらの石造りの構造物は、“移動困難な地形” であり、遮
蔽を提供する。祭壇の上または祭壇に隣接するマス目にいる元素ク

セッション8

鞭打つ混沌のプレイグ・デーモン（L）4 体
レベル 1 遊撃役
中型・元素・野獣（デーモン）
hp：30；重傷値：15
イニシアチブ：＋5
AC15；頑健13、
反応14、
意志12
〈知覚〉＋1
移動速度：8
暗視
特徴
ローン・プレデター／はぐれを狩るもの
このデーモンが他のクリーチャーに隣接していない敵に攻撃をヒットさせたな
ら、その敵に対してこのデーモンは1d6の追加ダメージを与える。
プリング・グラブ／つかんで引きずる
このデーモンは自分がつかんでいる目標を、
自分が移動するあらゆるアクション
の一部として移動させることができる。
標準アクション
mバイト／噛みつき
（
［病気］
）
◆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。遭遇終了時に目標はセーヴィング・スローを行なう。
失敗したら目標は下級奈落の疫病
（第1段階）
に罹患する。
M ラッシング・アソールト／鞭打つ猛攻◆再チャージ：デーモンのバイトがヒッ
トした時
必要条件：このデーモンがいかなるクリーチャーもつかんでいない。
効果：このデーモンは移動速度分までのシフトを行ない、その移動の任意の
地点で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：1d8＋4ダメージ、さらにデーモンは目標をつかむ
（脱出難易度12）。
マイナー・アクション
M タン・ラッシュ／むち打つ舌◆無限回
必要条件：このデーモンがいかなるクリーチャーもつかんでいない。
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：デーモンは目標を1マス横滑りさせる。
トリガー型のアクション
ヴァリアブル・レジスタンス／選択式抵抗◆遭遇毎
トリガー：このデーモンが［酸］、
［電撃］、
［火］、
［雷鳴］、または
［冷気］
ダメー
ジを受ける。
効果（フリー・アクション）：このデーモンは遭遇が終了するまで、
トリガーとな
った1つのダメージ種別に対する抵抗5を得る。
【筋】14（＋2）
【敏】17（＋3）
【判】12（＋1）
【耐】14（＋2）
【知】2（－4）
【魅】10（±0）
属性：混沌にして悪
言語：―

リーチャーは、攻撃の際、追加ダメージ 3 を与える。
黒いオベリスク：中央の黒い尖塔は非常に冷たい。オベリスクに
隣接するマス目でターンを開始した元素でないクリーチャーすべて
は、［冷気］ダメージ 5 を負う。
輝くエネルギーのポータル：オベリスクの表面にできたこのポータ
ルは、1 つは木製の渡り板の上に、もう 1 つは最底辺にある。オベ
リスクを貫くこのポータルは、寺院の最深奥の聖域へと続いている。
黒き嚢胞” のエレメンタルたちは確かにこのポータルから出てきた
のだが、PC たちはこのポータルを抜けることはできない。エレメ
ンタルたちが死ぬとポータルは透明になり、誰でものぞき込むこと
ができるようになる。また、〈魔法学〉習得済みの者であれば誰でも、
このポータルをこの部屋からの出口として使えるようになる。
火桶：この 4 つの火桶の中では、燃料もないまま元素の火が燃え
ている。火の中に入るか、火の中でターンを開始したクリーチャー
すべては、［火］ダメージ 5 を負う。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。
逆ピラミッドの階層：マップの外側の端からオベリスクに向かって、
灰色のエリアはすべて、より低い階へと下るスロープを表している。
これらのスロープはざらざらした石である（登るには難易度 9 の〈運
動〉判定）。スロープを落ちたクリーチャーは 1d6 ダメージを負うが、
難易度 13 の〈軽業〉または〈運動〉判定に成功してその転落速度を緩
められたものはダメージを負わない。
階段：この緩やかな階段は通常の地形である。
収納用の箱：これらの木箱や樽は “移動困難な地形” であり、遮蔽
を提供するだけの高さがある。
木製の足場：この足場は、部屋の最上階層からオベリスクの先端
までをつなぐ渡り板を支えている。足場は 1 番下の階層からは 20
フィート、真ん中の階層からは 10 フィート上に伸びている。この
足場は登ることができる（〈運動〉難易度 9）。

結末
デーモンとエレメンタルたちを倒してしまうと、PC たちは部屋
を探索し、宝物を探す時間が取れる。部屋を出て次の遭遇へと進む
には、PC たちは輝くエネルギーのポータルに入らねばならない。
すべてのキャラクターがポータルに入ったら、セッション終了であ
る。

報酬
狂気の迷路と “目の寺院” のモンスターどもに対処し、ポータルを
通って神殿を出たことで、PC たちはそれぞれ、350XP を獲得する。
宝物：PC たちは収納用の箱の中に、キャラクター 1 人につき
30gp 相当の貴重品と、ポーション・オヴ・ヒーリング 2 本、そし
てランダムな魔法のアイテムが 1 つ（P.2 参照）入っているのを見つ
け出す。
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セッション 9：白昼の悪夢
セッションの開始時に、これまでの出来事をまとめること。
◆ イアリーエイボアの商人会議とレディ・ブロンは、PC たちに

例えば、PC たちが “焼け落ちた建物” を調べてそこで 2 回の判定に
成功したなら、集団〈看破〉判定の難易度は 17 となる。また、PC た
ちがそこで亡骸を葬ったなら、難易度は 13 となる。

イースティングの村で “奈落の疫病” が出たという噂について調

半数以上の PC が集団〈看破〉判定に成功したなら、判定は成功で

べてくるよう依頼した。ある狂信者集団が、疫病をばらまいて

ある。1 回成功するごとに、村の様子は一層禍々しくなり、最後の“渇

いる。

いた雄牛亭” の納屋の描写に似たものになってくる。この成功や失

◆ PC たちはイースティングで、あるいは前回の遭遇の間に、疫病
に感染してしまっている可能性がある。

敗は、次の戦闘にも影響する――後述の「探索の利益」の項目、およ
び P.42 の戦闘遭遇『悪夢の目』を参照のこと。

◆ イースティングで捕虜となった邪教徒の 1 人は、その狂信者集
団の寺院の場所を明らかにした。
◆ PC たちは寺院の入り口を見つけ、元素の守護者たちと戦い、“目
の寺院”の探索を行なった。
◆ 前回のセッションの最後に、PC たちは黒い石のオベリスクの傍
の魔法のポータルに踏み込んだ。
“目の寺院”のきらめくポータルを抜けた PC たちは、突然自分たち
が屋外の、しかもイースティングへと向かう街道にいるのに気付く。
“黒き嚢胞” に近づくには、この忌まわしき夢の場から抜け出す方法
を見つけねばならない。
君の準備が整ったら、以下の文章を読み上げること：
広い道がイースティングの中央広場に通じており、広場の真ん中の
木陰には大きな池がひとつある。道沿いには木造の家が並んでいる。
村の広場にある3 階建ての建物は、家というよりは砦のように見える
――その建物の正面扉には、樽から水を飲む雄牛の姿を描いた看板が
下がっている。その向かいには、白い漆喰で塗られた寺院がある。
通りを眺めているものは誰もいない。扉も鎧戸もすべて固く閉じら
れている。焦げ臭い臭いが鼻をつく。一番村はずれの建物が、その基
部から焼け落ちているのだ

幻影に囚われて
最初、すべてはセッション 1 でのイースティングとそっくりに見
える。しかし、村はあのときより微妙にどこか忌まわしい感じがす
る。空気はより熱を帯び、水はより汚れ、そしてPCたちの視野の端々
を影が掠めるのだ。

幻影に対処する
PC たちは、寺院の最後の護りに囚われている。そこにはねじく
れた幻影があり、それは色鮮やかな、そして危険極まりない悪夢な
のだ。ここでは時間は異なったふうに流れる――冒険者たちが何時
間も過ぎたように感じるが、実際は心臓がほんのいくつか打つだけ
の時間しか過ぎてはいないのだ。脱出するには、冒険者たちは幻影
の様相を処理し、PC たちをここに閉じ込めている精神体を倒さね
ばならない。
〈看破〉：ここにあるもののうち、“渇いた雄牛亭” 以外の 3 ヶ所の
ひとつを探索し終える毎に（詳細は後述の「悪夢のイースティング」
の項目を参照）、PC たちは〈看破〉の集団判定（難易度 21）を行なうこ
とができる。それぞれの場所でそこに関連する技能判定を行なうこ
とができる。これはロールプレイのガイドラインとしても使えるし、
またある場所でその種の判定に成功すれば、集団〈看破〉判定の難易
度を 2 ずつ低下させることができる。また、特定の場所での特定の
行動については、さらにこの難易度を低下させてくれる。
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探索の利益
PC たちは集団〈看破〉判定の成功に基づき、戦闘遭遇で利益を得る。
それぞれの効果は、遭遇の終了時まで持続する。
焼け落ちた建物：PC たちは夢に対するある種のしぶとさを身につ
ける。これは、すべてのセーヴィング・スローに対する＋ 1 のパ
ワー・ボーナスという形で現れる。
タリズダンの寺院：PC たちはある種の精神の明晰さを手に入れる。
これは、すべての攻撃ロールおよびダメージ・ロールに対する＋ 1
のパワー・ボーナスという形で現れる。
希望の社：PC たちは夢に対するある種の耐え抜く力とでもいう
ようなものを身につける。これは、すべての防御値に対する＋ 1 の
パワー・ボーナスという形で現れる。

悪夢のイースティング
冒険者たちが大声で呼ばわったり、扉をノックしたりしても、誰
も答えない。パーティーはどの建物にも押し入ることができる（扉
や鎧戸を壊すには難易度 21 の【筋力】判定；鍵をこじ開けるには難
易度 13 の〈盗賊〉判定）。そうした場合、彼らはその建物の室内が、
まるで外には何の影響もないまま内部だけ燃やされたかのように、
真黒な残骸となっているのを目にする。中で、かつての住人の名残
であろう、黒焦げの骨が見つかる可能性もある。キャラクターの最
後の 1 人が建物を離れると、それはまるで灰でできていたかのよう
に崩れ落ちてしまう。
セッション 1 と同様、4 つの場所が PC たちの興味をひくだろう。
これらの場所は、PC たちが村の外から大通り沿いに近づいて行く
順に並んでいる。

焼け落ちた建物
この廃墟は、大きな家の名残である。瓦礫の中には 5 つの死体が
転がっており、その埋葬されていない亡骸を目にしたキャラクター
は、心が絶望でいっぱいになるのを感じる。新品同様の墓掘り道具
が、家の基部の周囲に散らかっている。
建物を調べる：PC たちは以下の情報を知る。
〈治療〉難易度 13：ここにいる死者で“奈落の疫病”に侵されたもの
はいない。
〈看破〉または〈宗教〉難易度 13：宗教関係者、あるいは共感的な
キャラクターは、この死者たちが死に際の祈りに与っていないこと
を感じ取る。誰かがしかるべき祭式を執り行ってもよい。

希望の社
PC たちが村の中央の大きな樫の木に近づくにつれ、木の葉が降

囲の建物は突然、火のダメージを“受け始める”。隣の建物のひとつは、

りかかっては、まるで灰でできているかのように消え失せる。その

まるで焼け落ちたかのように、突然崩れ落ちる。

根方には、輝くプレート・アーマーの上にガントレットを載せて

〈知覚〉難易度 13：つい最近まで火が燃えていたようなのに、こ
の建物には長いこと誰も近づいていなかったかのように見える。
死者を埋葬する：PC たちがここにある亡骸を埋葬したなら、この
一帯はより現実の世界に近い姿になる。よって、集団〈看破〉判定の
難易度は 4 低下する。

セッション9

〈自然〉難易度 13：延焼して当然のはずの火は、周囲の建物には
一切影響を与えていない。PC たちがその事実に気付いた途端、周

作った、まにあわせの祭壇が据えられている。ガントレットには血
が飛び散り、青紫色の炎をあげて燃える何本もの黒い蝋燭の傍には、
血まみれのダガーが横たえられている。
祭壇を調べる：PC たちは以下の情報を知る。
〈魔法学〉難易度 13（魔力感知）：蝋燭は、この祭壇に魔法的に取
り付けられている。もう一度〈魔法学〉判定（難易度 13）に成功すれ

タリズダンの寺院
PC たちが寺院に近づいて行くにつれ、その壁は黒くぼろぼろに
なってゆく。曲がった窓は絶叫する口のように見える。正面扉のと

ば、この蝋燭を取り外せる。また、火を消してさえしまえば、この
蝋燭を取り外すのは簡単である。そうでない場合、祭壇から蝋燭を
ひきはがすのは、難易度 21 の【筋力】判定の成功が必要である。

ころには、玄武岩でできた男性の彫像が立っている。顔のない、ロー

〈宗教〉難易度 8：このガントレットはセレスティアの支配者であ

ブをまとったその像の足元にははしゃぎまわるデーモンがかたどら

り、正義と名誉に満ちた戦いの神格であるトームのしるしである。

れ、また像の両手には黒い水晶の結晶が握りしめられている。

トームは、邪悪と混沌から宇宙を守るものとしてよく知られている。

破片：この結晶は像から簡単に取り外せるが、それを手に取ると、
まるで氷をつかんででもいるかのように感じる。
〈魔法学〉難易度 13（魔力感知）：この破片は微弱な魔法の力を発
している。

黒い蝋燭と血まみれのダガーの捧げものは、トームを侮辱するもの
である。このような穢れは取り除かねばならない。
社を浄める：冒険者たちが血痕やダガー、蝋燭を祭壇から取り
去ったなら、集団〈看破〉判定の難易度は 4 低下する。

聖域：建物の中は空っぽで、出口がひとつだけの、丸天井の礼拝
堂になっている。床の中央には小さな穴がある。石像の手から取り
出した結晶が、ちょうどこの穴に収まりそうだ。
〈魔法学〉難易度 13（魔力感知）：穴は微弱な魔法のオーラを帯び
ている。PC たちが破片のオーラも見ていたなら、そのオーラはま

“渇いた雄牛亭”
宿屋は、偽の扉の付いた、出入り口のない黒い建物にすぎなくなっ
ている。近くには公共倉庫がある。パーティーが少なくとも 2 回の
集団〈看破〉判定を試みるまでは、そこは空っぽのままだ。

るである品物とその台座といったふうに呼応している。
結晶を置く：PCたちが結晶を穴に置いたなら、それは高さ3フィー
トの、“目の寺院” のオベリスクのレプリカになる。丸天井は菫色の
光に照らし出され、無意味なささやき声が周囲に満ちる。そうする
ことで、集団〈看破〉判定の難易度も 2 低下する。
とどろくような声が「選ばれた者のみ我が前に来たれ！ ふさわし
からぬものは去らせようぞ」と言う。
〈知覚〉判定（難易度 13）に成功すれば、ささやき声の話している

パーティーが上記の判定を試みていたなら、以下の文章を読み上げ
ること：
空は真っ赤に変わる。生命ある植物は枯れ、葉を落とす。建物は音
もなく崩れ落ち、この瞬間から最後まで、村は生命なき廃墟となる。
かつては病人たちを住まわせていた倉庫だけが残っている。屋根はな
くなり、二階の壁は壊れている。入り口や窓を塞ぐ扉も鎧戸も、もう
ない。

意味がわかる。声はどれも、あるひとつの語を、様々な、そして恐
ろしげな調子で繰り返しているのだ。その言葉とは、“タリズダン”
である。〈歴史〉または〈宗教〉判定（難易度 21）に成功したものは、

PC たちが 2 回以上の集団〈看破〉判定を試みた後、倉庫に到着した
ら、次ページの戦闘遭遇『悪夢の目』に進むこと。

その名が、はるか昔にチェセンタで、そしてもっと時代が下ってか

受動〈知覚〉難易度 16：廃墟を我が物顔にうろつきまわっている

らはアカヌールで興った、ある孤立したデーモン絡みの狂信者集団

のは、4 本足の、小さな赤いクリーチャーである。その背中には結

と関連するものであることがわかる。

晶性の棘が生え、また、横方向に裂けて牙の生えたくちばしを持っ

裏庭：聖域の出口は、壁で囲まれた裏庭に続いている。そこには

ている。

2 体の焦げた骸骨が転がっている。骸骨の一方は青紫色のローブの
残骸をまとい、もう一方は黒ずんで錆びた重装鎧の残骸に包まれて
いる。傷ひとつない鋼でできたロングソードが一振り、鎧をまとっ
た骸骨の隣に残されている。
〈治療〉難易度 13：ローブの骸骨は、残った骨から見た限りでは
女性のヒューマンで、“奈落の疫病” の兆候がみられる。もう一方の
骸骨はヒューマンの男性である。
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悪夢の目
遭遇レベル 4

セットアップ
“心歪ませる”デモニック・ナシック（N）

1体

プレイグ・デーモンの腐肉あさり
（S）

4体

狩り立てるプレイグ・デーモン（H）

4 体＋

ナシックは倉庫の上の階に隠れており、腐肉あさりはマップ外か
ら接近しつつあり、雑魚は自分のターンで出現する（「戦術」の項目
を参照）。村の探索の間の集団〈看破〉判定の失敗 1 回につき、追加
の狩り立てるプレイグ・デーモン 1 体がこの遭遇で出現する。モン
スターは出現時までマップ上に置かないこと。
PC たちは“Start”エリアから遭遇を開始する。
遭遇の開始時に、以下の文章を読み上げること：
残骸と化した倉庫の中には、2 階へと続く梯子、それに収納用の箱
の山がある。実際のイースティングで病人の寝床があった場所には、
金色にきらめく赤い結晶の生えた人型生物の骸骨がいくつも倒れてい
る。
倉庫の中から絶叫が響き、骸骨たちが光りはじめる。背中に結晶で
できた棘を生やし、横方向に裂けて牙の生えたくちばしを持つ小さな
4 つ足の赤いクリーチャーが、近くの廃墟から現れ、君たちめがけて
突っ込んでくる。
この場所にいるモンスターどもは侵入者たちの接近をあらかじめ
知っているため、不意討ちされることはない。
プレイグ・デーモンの腐肉あさり（S）4 体 レベル 2 遊撃役（指揮）
小型・元素・野獣（デーモン）
hp：34；重傷値：17
イニシアチブ：＋6
AC16；頑健13、
反応15、
意志13
〈知覚〉＋2
移動速度：8
夜目
特徴
Oブラー・オヴ・クローズ／朧の爪◆オーラ1
腐肉あさりのオーラ内でターンを開始し、かつ腐肉あさりに戦術的優位を与え
ている敵は、5点のダメージを被る。
標準アクション
mクロー／爪◆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。遭遇終了時に目標はセーヴィング・スローを行なう。
失敗したら目標は下級奈落の疫病
（第1段階）
に罹患する。
M フレンジード・クロー／狂乱の爪◆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、更に目標から5マス以内に居る他の腐肉あさりは皆フ
リー・アクションとして、
目標に向かって2マスのシフトを行なえる。
移動アクション
スカットル／逃げ足◆無限回
効果：腐肉あさりは3マスのシフトを行なう。
【筋】13（＋2）
【敏】16（＋4）
【判】13（＋2）
【耐】10（＋1）
【知】2（－3）
【魅】10（＋1）
属性：混沌にして悪
言語：―

“心歪ませる” デモニック・ナシック（N） レベル 4 奇襲役（指揮）
中型・異形・人型（デーモン）
hp：48；重傷値：24
イニシアチブ：＋8
AC18；頑健17、反応15、意志16
〈知覚〉
＋6
移動速度：6
暗視、
超視覚10
特徴
Oブラッドレッティング・ソウル／殺されしものの魂◆オーラ2
オーラ内でヒット・ポイントが0に減少したこのナシックの味方は、フリー・アク
ションとして近接基礎攻撃を1回行なうことができる。
アビサル・ヴィゴー／奈落の活力
このクリーチャーは1点のアクション・ポイントを持っている。
標準アクション
mクロー／爪◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ。
R ウォーピング・ゲイズ／歪んだ凝視（［精神］、
［幻］）◆再チャージ：このパワ
ーの影響を受けているクリーチャーがいなくなったら
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋7対“意志”
ヒット：2d6＋5［精神］
ダメージ、および目標は戦術的優位を与える
（セーヴ・
終了）。目標がこの効果に対するセーヴに成功するまで、ナシックは目標を除
く他のすべての敵に対して不可視となり、
目標に対するこのナシックのクローは
1d6の追加ダメージを与える。
ミス：ナシックは次の自分のターン終了時まで部分視認困難を得る。
C フォービッディング・グレア／威嚇する眼光（［恐怖］、
［精神］）◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内の敵）；＋7対“意志”
ヒット：1d8＋5［精神］
ダメージ、このナシックは目標を2マスまで押しやる。
ミス：半減ダメージ、さらにこのナシックは目標を1マス押しやる。
技能：〈隠密〉＋9
【筋】16（＋5）
【敏】14（＋4）
【判】8（＋1）
【耐】18（＋6）
【知】8（＋1）
【魅】16（＋5）
属性：混沌にして悪
言語：深淵語、奈落語
狩り立てるプレイグ・デーモン（H）4 体
レベル 2 雑魚 遊撃役
小型・元素・野獣（デーモン）
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：＋6
AC16；頑健13、反応15、意志13
〈知覚〉
＋2
移動速度：7
夜目
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）；＋7対AC
ヒット：5ダメージ。目標がデーモンに戦術的優位を与えているなら7ダメージ。
更にデーモンは1マスのシフトを行なうことができる。遭遇終了時に目標はセ
ーヴィング・スローを行なう。失敗したら目標は下級奈落の疫病（第1段階）
に罹患する。
【筋】13（＋2）
【敏】16（＋4）
【判】13（＋2）
【耐】10（＋1）
【知】2（－3）
【魅】10（＋1）
属性：混沌にして悪
言語：―

戦術
モンスターたちはすべて、破壊されるまで戦う。
ナシック：このクリーチャーは隠れ続けており（キャラクターから
の視線が通っていた場合、発見するには難易度 19 の〈知覚〉判定）、
他のモンスターたちが PC たちに接近するまでターンを遅延させる。
ナシックは可能な場合はいつでもウォーピング・ゲイズを使用し、
自分を見ることができるキャラクターあるいは戦術的優位を得られ
そうなキャラクターに対して攻撃を行なう。ナシックは重傷になる
までアクション・ポイントを使用せずにおく。フォービディング・
グレアーを使用して近接攻撃を避け、その後ウォーピング・ゲイズ
を使用するためである。ナシックのヒット・ポイントが 0 になった
なら、即座に「結末」の項目に進むこと。
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S

家の残骸：この小屋の残骸の壁の高さは 3 フィートであり、遮蔽
を提供する。しかし、壊れた家具は“移動困難な地形”となっている。
岩：この瓦礫は“移動困難な地形”である。
白骨化した死体（H）：この骨から、狩り立てるプレイグ・デーモ

セッション9

S

ンが出現する。この骨は障害物とはならない。
泉：この汚い水たまりは、淵のところでは “移動困難な地形” であ

START

り、地面に接していないマス目では深さ 5 フィートである。この水
は酸性である――つまり、水たまりの中でターンを開始したクリー
チャーは、［酸］ダメージ 5 を負う。
収納用の箱：箱はしっかりと 5 フィートの高さに積み重ねられて
おり、登ることが可能な（〈運動〉難易度 9）遮断地形となっている。

H

箱の上は“移動困難な地形”である。
木々：小さな木の高さは 20 フィートで、水たまりの傍にある大

LADDER

きな木の高さは 30 フィートである。木の幹は遮断地形であり、登

H

ることができる（〈運動〉難易度 9）。これらの木々には大きな棘が生
えている。むりやり木の幹に押しつけられたクリーチャーは5ダメー

H

LADDER

ジを負う。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。

LADDER

H

結末

N

PC たちを幻影に閉じ込めていた魔法の焦点はナシックである。
ナシックが死ぬと、幻影は破壊され、戦闘は終了する。他のモンス
ターたちはすべて消滅する。
ナシックが死んだら、以下の文章を読み上げること：

S

S

プレイグ・デーモンの腐肉あさり：このデーモンたちは PC たちにま
とわりつき、彼らをナシックに近寄らせないようにしつつ、互いに
戦術的優位を与える。
狩り立てるプレイグ・デーモン：このデーモンたちは自分のターン
になると、骸骨から出現する（「このエリアの情報」を参照のこと）。
必要であれば、デーモン 2 体が 1 つの骸骨から出てくることもある。
それ以外は、このデーモンたちはプレイグ・デーモンの腐肉あさり
と同様に戦う。

このエリアの情報
明るさ：赤い空から“明るい”光が放たれている。
倉庫：この木造建築の高さは 10 フィートであり、上階の壁がま
だ残っているところではそれよりも少し高くなっている。この建物
は 2 階建てである。建物への侵入を妨げる扉や鎧戸は存在しない。
裏の部屋の、収納用の箱が積みあがっているところ以外の床は、麦
わらで覆われている。中に入ると、天井には大きな穴が空いており、
そこから梯子づたいに麦わらだらけの 2 階へ上がれる。
壊れた壁：上階の、崩れて穴だらけになった壁の高さは 3 フィー

ひとつ目の人型生物は閃光とともに砕け散り、狂った村は、誰かが
水彩画に水を流しでもしたかのように、ゆっくりと洗い流されてゆく。
そして黒い部屋の中を、みるみるうちに冷たい光が満たしてゆく。君
たちが実体化してゆくと、青紫色のローブを着た見知った顔の赤毛の
ドワーフが、君たちをじっと睨みつけている。
「なぜ静かなままなんだ？」
彼は問いかける。
PC たちが “黒き嚢胞”に至りつつあるところで、セッションは終了
する。幻影から抜け出すにつれ、頭がはっきりしてくる。冒険者た
ちはそれぞれ、小休憩の利益を完全に得る。

報酬
PC たちはそれぞれ、悪夢のイースティングを探索し、そこにい
たモンスターを倒したことで、350XP を得る。
宝物：パーティー一行は、自分たちの持ち物のうちの 1 つが魔法
のものになっていることに気付く。PC たちが幻影の中で関わった
品物のなかから、そうなったものを選んでもよい――例えばロング
ソード、ダガー、ガントレット、そして聖印（特にトームのもの）、
それとも水晶の部品を持つ装具など。そうでない場合、アイテムを
1 つ、ランダムにロールすること（P.2 参照）。

トであり、遮蔽を提供する。
藪：この種の植物のどれかを含むマス目は “移動困難な地形” であ
る。
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セッション10：黒き嚢胞
セッションの開始時に、これまでの出来事をまとめること。
◆ イアリーエイボアの商人会議とレディ・ブロンは、PC たちに
イースティングの村で “奈落の疫病” が出たという噂について調
べてくるよう依頼した。ある狂信者集団が、疫病をばらまいて
いる。
◆ PC たちはイースティングで、あるいは前回までの遭遇で、疫病
に感染してしまっている可能性がある。
◆ イースティングで捕虜となった邪教徒の 1 人は、その狂信者集
団の寺院の場所を明らかにした。
◆ PC たちは寺院の入り口を見つけ、元素の守護者たちと戦い、そ
の中心までを探索した。
◆ PC たちは黒い石のオベリスクの傍の魔法のポータルに踏み込ん
だ。すると彼らは、悪夢と化したイースティングの中にとらわ
れてしまった。冒険者たちはこの幻影の試練を乗り越え、寺院
の真の心臓部へと脱出した。

キャラクター・プロフィール：ザルナク
ザルナクはサブラク氏族の指導者であり、イースティングの疫病の
黒幕でもある。
目的：どんな対価を払ってでも、サブラク氏族の失われた権力と
地位を取り戻すこと。彼は“奈落の疫病”を使ってデーモンの軍勢を
作り上げ、
この一帯を征服するつもりでいる。この狂える見者は、“旧
き元素の目”の太古の縛めからの脱出を助ける計画も立てている。
重要な特徴：狂っており、凄まじく自信過剰なザルナクは、自分が
負けるはずはないと完全に思い込んでいる。冷静なときは彼の頭脳
は明晰だが、興奮するに従って彼の狂気は暴走する。というわけで
彼はまくし立てながら、呪いや破滅の予言を吐き散らすのである。
動機：狂気、およびタリズダンとの接触。ザルナクは発狂しきって
いて、救うことはできない。
恐れていること：ザルナクは何ものをも恐れない。彼の見た“起こ
りうる未来”の中には、PCたちの手による自らの死も含まれていたに
もかかわらず、である。

開始の準備が整ったら、以下の文章を読み上げること：
君たちが実体化してゆくと、青紫色のローブを着た見知った顔の赤
毛のドワーフが、君たちをじっと睨みつけている。

弱点：非常に傲慢なザルナクは、自分から無意味に危険を背負
い込む。
癖と身体的特徴：ザルナクはもじゃもじゃの赤毛と病的に白い肌、

「なぜ静かなままなんだ？」彼は問い、そして言う。
「まあ、問題なか

そして熱に浮かされたような大きな目をした背の高いドワーフである。

ろう」

彼は紫のローブと黒い長靴を身に付け、スカージで武装している。

周囲がしっかりと固まるにつれ、空間がゆがむ。ローブのドワーフは、
部屋の向こう側、銀と金にきらめく、赤く光る液体の池の傍にいる。

話すとき、彼の目は痙攣しつつ見開かれ、感情が高ぶるにつれ話し
方もどんどん変わっていく。

黒い祭壇が 2つ、池を挟んでいる。
黒い石の部屋は、君たちの背後で冷たい光を放つポータルになる。
床の上には黒い液体を満たした長い水盤が 2 つ置かれ、一方の水盤は、
その上にグロテスクな石像がぬっと突き出しており、もう一方には、

結末
戦闘が済んでも、まだ冒険者たちがヴォイドハロウの水盤を閉じ

かつて石像だったのであろう瓦礫が積み上がっている。部屋の中央近

ていないのなら、“ヴォイドハロウの水盤の技能チャレンジ” を使用

くには、丸い水盤が 1 つ、檻が 1 つある。檻の中には歪んだ人のよう

するか、もしくは続行すること。穢れた水盤が閉ざされたなら、PC

な形が、ぐったりと倒れている。

たちはポータルを使用してこの寺院を脱出することができる。
「出

君たちとローブのドワーフの間には、丸い水盤を挟むように、黒い

口」の項目へ進むこと。

プレート・アーマーに身を包んだドワーフが 2 人立っている。
「なぜ、貴様らがここに？」
彼は、檻の向こうから尋ねて寄越す。

技能チャレンジ：ヴォイドハロウの水盤
このチャレンジは、PC たちがヴォイドハロウの水盤（戦術マップ

ザルナクは邪魔者に苛立っているが、PC たちが即座に攻撃を仕

上の赤いタイル）に何か関わったところで開始される。
〈魔法学〉、
〈自

掛けない限り、彼は会話に応じる。彼は冒険者たちを珍しがってお

然〉、あるいは〈宗教〉を習得済みのキャラクターが水盤から 5 マス

り、特に、どういった理由で、そしてどうやってここに入ってきた

以内の場所に入ったなら、そのキャラクターは即座に、この “奈落

のか知りたがっている。彼は落ち着き払った様子で弟たちがどう

の疫病” の原因は、異次元から、まるで汚染血液のようにこの現実

なったか尋ねるが、とは言うものの彼は実のところ弟たちのことを

に漏れ出してきているのだと理解する。水盤からエネルギーを吸い

本当に気にかけているわけではない（〈看破〉難易度 13）。

出せば、2 つの世界の間に開いた穴を閉じることができる。

お前の目的はなんだと問われると、ザルナクは凄まじい勢いで自

〈魔法学〉判定、〈自然〉判定、そして〈宗教〉判定は、水盤から 5 マ

分の真の目的について語り始める。コラム “キャラクター・プロ

ス以内の場所で行なうことができる。〈持久力〉もしくは〈盗賊〉判定

フィール：ザルナク” を参照のこと。PC たちが彼を馬鹿にするか、

を行なう場合は、そのキャラクターは水盤もしくは祭壇に隣接して

あるいはヴォイドハロウの水盤に触れようとしたら、ザルナクは襲

いなければならないが、〈持久力〉については、即応・割込として特

いかかってくる。PC たちが戦闘遭遇の間に水盤に手を出そうとし

別な使用ができる。PC たちはそれぞれ、1 ラウンドに 1 回ずつしか

た場合に備えて、ヴォイドハロウの水盤の技能チャレンジの内容は、

判定を行なえない。

必ずしっかり把握しておくこと。そして、P.46 の戦闘遭遇『狂える
見者』に進むこと。
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レベル：4
複雑度：3（3 回失敗する前に 8 回成功）

報酬
PC たちはそれぞれ、ザルナクを倒しヴォイドハロウの水盤を閉

ションとして行なう場合、難易度 14；1 回のマイナー・アクション

じたことに対して、“奈落の疫病” を探し出して止めるというクエス

の場合、難易度 21）キャラクターは、世界の穴を維持し、ヴォイド

トを達成したとして 500XP を得る。

ハロウを通している妖術のエネルギーを吸い出すことができる。結

宝物：PC たちは、キャラクター 1 人あたり 100gp ぶんのレシディ

果が 21 以上の場合、そのキャラクターは 5 マス以内の敵 1 体に 5 ダ

ウムと貴重品、そしてランダムな魔法のアイテムを 2 つ、部屋の中

メージを与えることができる。

で見つけ出す（P.2 参照）。

セッション1 0

主要技能：〈魔法学〉、〈持久力〉、〈自然〉、〈宗教〉、〈盗賊〉
〈魔法学〉
（秘術または元素のキャラクターのみ；1 回の標準アク

〈持久力〉
（1 回の標準アクションとして行なう場合、難易度 14；1
回の即応・割込の場合、難易度 21）：キャラクターは、自分の肉体
を介して水盤からエネルギーを吸い出すことができる。

出口
ヴォイドハロウの水盤が破壊され、ザルナクが死ぬと、PC たち

〈持久力〉は、隣接するキャラクターが判定に失敗してダメージを

はクエストを完遂したことになる。しかし、彼らはそれと分かる出

負わねばならなくなった（後述の「失敗した判定」参照）ときに、1 回

口もないまま、まだ “黒き嚢胞” の中にいる。青いポータルこそが鍵

の即応・割込として使用することもできる。もしこの判定が成功す

となる。

れば、〈持久力〉判定を行なったキャラクターが、失敗したキャラク

ポータルに対して何らかの干渉をすれば、感覚を持つ精神であれ

ターの代わりにダメージを負う。この〈持久力〉の使用は技能チャレ

ば簡単にこの秘術の装置に影響を及ぼせることがわかる。パー

ンジの成功回数には数えないが、その失敗を打ち消す。

ティーはこのポータルを使って、“ゴーナドウアの歯”までを含む “目

〈自然〉
（原始のキャラクターのみ；1 回の標準アクションとして

の寺院” なり日没寺院なりの敷地内ならどこにでも出ることができ

行なう場合、難易度 14；1 回のマイナー・アクションの場合、難易

る。このポータルを使えば、冒険者たちは敵意に満ちた場所を通る

度 21）：キャラクターは原始のパワーを使用し、自然世界を称え、

危険な帰り道を避けられるが、しかしこれは一方通行の手段である。

ヴォイドハロウを元あった場所に追いやる。結果が 21 以上の場合、
そのキャラクターは 5 マス以内の敵 1 体に 5 ダメージを与えること
ができる。
〈宗教〉
（信仰のキャラクターのみ；1 回の標準アクションとして
行なう場合、難易度 14；1 回のマイナー・アクションの場合、難易
度 21）：キャラクターはアストラルの光輝を伝導し、ヴォイドハロ
ウの元素の穢れの存在を打ち消す。結果が 21 以上の場合、そのキャ
ラクターは 5 マス以内の敵 1 体に 5 ダメージを与えることができる。
〈盗賊〉
（1 回の標準アクションとして行なう場合、難易度 14；1
回のマイナー・アクションの場合、難易度 21）：キャラクターはシ
ンボルを壊し、祭壇の上に並べられた品々を引っかき回して、この
場所にヴォイドハロウを維持している秘術の基部を損なうことがで
きる。
失敗した判定：判定に失敗する毎に、その判定を試みたキャラク
ターは 5 ダメージを負う。もし、あるキャラクターがこの技能チャ
レンジにおいて同じ試みに 2 回失敗したなら、そのキャラクターは
この遭遇の終了時に、セーヴィング・スロー 1 回に成功しなければ
ならない。これに失敗した場合、そのキャラクターは下級奈落の疫

イースティング
PC たちが寺院の外に出てしまうと、イースティングへの帰り道
にはもう何も起きない。PC たちがヴォイドハロウの水盤を閉じて
いたなら、彼らは村が喜びに満ち、そして再建に向かう様子を目に
する。病気の村人たちは回復しつつあるか、すっかり治っている。
パーティー一行は英雄として歓迎され、イアリーエイボアに戻る前
に大休憩を取ることができる。下級奈落の疫病に罹っているものは
〈持久力〉判定を行なわねばならない（P.5 の病の進行を参照）が、第
３段階まで進行するものはいない。
ジャカイアン：PC たちがジャカイアンをイースティングの権威者
たちの管理下に置いてきていたなら、このドワーフは PC たちの帰
還の前に牢を脱出している。ジャカイアンは誰も殺すことなく脱出
しており、どこへ向かったかを示す手掛かりも何ひとつ残していな
い。しかし彼はエヴェンドゥア師の枕元にダガーを 1 本残しており、
つまりこれは、彼が無益な殺生は敢えて避けたということを示して
いるのだろう。

病（第１段階）に罹患する。
成功：ヴォイドハロウの浸入口は、この世界から消滅する。この
水盤に端を発する疫病はすべて消え失せ、その犠牲者は病気の第３
段階に進むことはなくなる。すでに第３段階にあるものは、死んだ
りデーモンになったりはせず、第 2 段階に戻り、その後ゆっくりと
回復していく。大地の原始の精霊たちは PC たちを祝福し、皆、回
復力 1 回ぶんを消費した上、追加で 5 ヒット・ポイントを回復する
ことができる。
失敗：ヴォイドハロウは凄まじい勢いで反応し、すべてのキャラ
クターが 5 ダメージを負う。このヴォイドハロウの侵入を除くには、

S a m Wo o d

冒険者たちは再度技能チャレンジをやり直さねばならない。

45

狂える見者

PC たちは青いポータル（青いタイル）のところから遭遇を開始す

遭遇レベル 4 ＋

る。「このエリアの情報」の項目を参照のこと。戦闘が開始されると、

セットアップ

この場に到着する。ノーカーの雑魚とドワーフの雑魚の混成部隊を

所定のラウンドの開始時に、同じポータルから新たなモンスターが
適宜選択して使用すること。

ザルナク・サブラク（Z）
サブラク氏族の寺院守護騎士（T） 2 体＋

ラウンド2：1 体のサブラク氏族の寺院守護騎士および 3 体の雑魚。
ラウンド3 以降：1d4 体の雑魚。マップ上には、1 度に 5 体を越え
る雑魚がいてはならない。

サブラク氏族のノーカー
レベル 2 雑魚 暴れ役
小型・元素・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：＋2
AC14；頑健15、
反応13、
意志12
〈知覚〉＋1
移動速度：6
夜目
標準アクション
mバトルアックス
（
［武器］
）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：5ダメージ、および目標に隣接する仲間のノーカー1体につき1点の追加
ダメージ。
トリガー型のアクション
C エレメンタル・リビューク／元素の叱責◆遭遇毎
トリガー：敵1体がこのノーカーのヒット・ポイントを0にする。
攻撃（アクション不要）
：近接範囲・爆発2（爆発内でトリガーを発生させた敵）
;＋5対“頑健”
ヒット：6ダメージ。
【筋】14（＋3）
【敏】12（＋2）
【判】11（＋1）
【耐】17（＋4）
【知】6（±0）
【魅】7（±0）
属性：悪
言語：共通語
装備品：バトルアックス

Z

T

T
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ザルナク・サブラク（Z）
レベル 4 精鋭 制御役
中型・自然・人型、ドワーフ
hp：112；重傷値：56
イニシアチブ：＋4
AC18；頑健16、反応15、意志17
〈知覚〉
＋8
移動速度：5（地渡り）
夜目
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
Oブレッシング・オブ・ジ・エルダー・アイ／旧き目の祝福（［雷鳴］）◆オーラ
3
オーラの範囲内に居る重傷の味方は、近接攻撃および遠隔攻撃において、3
点の追加［雷鳴］
ダメージを与える。
シェア・ヴィジョン／視覚共有
ザルナクを見ることができる味方はザルナクが不意を討たれた状態にならない
限り不意打ちされることはない。ザルナクおよび彼を見ることができている味
方はそのイニシアチブ判定に＋2のボーナスを得る。
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
ザルナク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
ザルナクは、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・
スローを行なうことができる。
標準アクション
mライトニング・スカージ／電撃のスカージ
（［電撃］、
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d8＋1ダメージに加えて1d4＋4［電撃］
ダメージ。更にザルナクは目
標を1マス横滑りさせることができる。
rマインド・ショック／精神への衝撃（［精神］、
［電撃］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“意志”
ヒット：1d4＋3［電撃］
ダメージに加えて1d6＋4［精神］
ダメージ。さらに目標
はザルナクの次のターンの終了時まで減速状態となる。
マッド・フラリー／狂躁の連打◆無限回
効果：ザルナクは基礎攻撃を2回行なう。
C サンダラス・アウトレイジ／雷鳴の激怒（［精神］、
［雷鳴］）◆再チャージ：最
初に重傷になった時
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：1d4＋3［精神］
ダメージに加えて1d6＋4［雷鳴］
ダメージ。さらにザル
ナクは目標を2マス押しやり、倒して伏せ状態にする。
C インスパイア・カーネイジ／殺戮の衝動◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発3（ザルナクおよび爆発範囲内にいるすべての味方）
;
目標はフリー・アクションとして1回の基礎攻撃か突撃を行なうことができる。
移動アクション
C ムーヴ・アズ・ワン／主従一体の移動◆再チャージ 5 6
効果：近接範囲・爆発3（ザルナクおよび爆発範囲内にいるすべての味方）
;
目標はフリー・アクションとして2マスまでのシフトを行なうことができる。
技能：〈宗教〉＋9、
〈魔法学〉＋9
【筋】12（＋2）
【敏】10（＋2）
【判】12（＋3）
【耐】16（＋5）
【知】15（＋4）
【魅】18（＋5）
属性：混沌にして悪
言語：共通語、始原語、
ドワーフ語、
奈落語
装備品：ローブ、スカージ

サブラク氏族の戦士
レベル 1 雑魚 砲撃役
中型・自然・人型、ドワーフ
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14、
意志12
〈知覚〉＋4
移動速度：5
夜目
特徴
ドワーフ・ソリダリティ／ドワーフの連携
ドワーフの味方に隣接している間、この戦士は頑健防御値と意志防御値に＋4
のボーナスを得る。
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
この戦士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
この戦士は、
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・スローを行なうことができる。
標準アクション
mウォーハンマー
（
［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、この戦士がドワーフの味方に隣接している間は6ダメージ。
rクロスボウ
（
［精神］
、
［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ、
目標が遮蔽を得ていない場合には追加で2［精神］
ダメージ。
【筋】13（＋1）
【敏】16（＋3）
【判】8（－1）
【耐】15（＋2）
【知】10（±0）
【魅】12（＋1）
属性：悪
言語：共通語、
ドワーフ語
装備品：チェインメイル、ウォーハンマー、クロスボウ、ボルト×20

戦術
ザルナク：ザルナクはヴォイドハロウの水盤（後述の「このエリア
の情報」を参照）の近くに留まり続け、自身とパーティーとの間に自
分の味方を置くことで近接戦闘を避ける。彼は自分から 3 マス以内
の場所に味方がいる状態を保つように移動する。この見者は脱出の
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サブラク氏族の寺院守護騎士（T）2 体
レベル 3 兵士役
中型・自然・人型、ドワーフ
hp：48；重傷値：24
イニシアチブ：＋3
AC19；頑健16、
反応13、
意志16
〈知覚〉＋5
移動速度：5
夜目
特徴
Oインセイン・フォーカス／狂気の専心
（［恐怖］、
［精神］）◆オーラ1
オーラ内の敵はシフトできない。オーラ内におり、
この寺院守護騎士にマークさ
れている敵がこの寺院守護騎士を目標に含まない攻撃を行なった場合、その
敵は
［精神］
ダメージ5を受ける。
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
この寺院守護騎士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
この寺院守護騎士は、
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・スローを行なうことができる。
標準アクション
mウォーハンマー
（
［武器］）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋6ダメージ、さらにこの寺院守護騎士は目標を1マス押しやる。
そして守護騎士は目標が移動して空いたマスへと1マスのシフトを行なえる。
効果：寺院守護騎士は次の自分のターン終了時まで、
目標をマークする。
rケイオス・ルアー／混沌の誘引
（
［精神］
）
◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対“意志”
ヒット：1d6＋4［精神］
ダメージ、寺院守護騎士は目標を3マスまで引き寄せる。
効果：寺院守護騎士は次の自分のターン終了時まで、
目標をマークする。
ルアー・アンド・スマッシュ／誘引と痛撃◆再チャージ 5 6
効果：寺院守護騎士はケイオス・ルアーを使用し、次にウォーハンマーを使
用する。もし両方の攻撃を同じ目標に対してヒットさせたら、寺院守護騎士は
その目標を倒して伏せ状態にする。
【筋】17（＋4）
【敏】10（＋1）
【判】8（±0）
【耐】16（＋4）
【知】10（＋1）
【魅】16（＋4）
属性：混沌にして悪
言語：共通語、
ドワーフ語
装備品：プレート・アーマー、ヘヴィ・シールド、ウォーハンマー

手段としてライトニング・スカージおよびサンダラス・アウトレイ
ジを使用する。
寺院守護騎士および雑魚：サブラクの者たちは、ザルナクに敵を
近寄らせないようにすることで、この見者を守る。

このエリアの情報
明るさ：“明るい”照明。
祭壇：この石の構造物は “移動困難な地形” であり、また、遮蔽を
提供しうるだけの高さがある。
青いポータル：この魔法の通路は軽度に隠蔽されている。このポー
タルが敵をこの場に運んでいることに冒険者たちが気付いたなら、
〈魔法学〉を習得済みのキャラクターには、このポータルが妨害可能
であることがわかる。そうするには、
〈魔法学〉判定（1 回の標準アク
ションとして行なう場合、難易度 13；1 回のマイナー・アクション
の場合は難易度 21）に成功しなければならない。成功したなら、成
功したキャラクターの次のターンの終了時まで、雑魚の到来は阻止
される。
檻：この区画を囲む棒は、床から天井（高さ 10 フィート）まで届
いており、遮蔽を提供している。檻の入り口には鍵がかかっている
（開けるには難易度 25 の【筋力】判定もしくは難易度 21 の〈盗賊〉判
定；ザルナクが鍵を持っている）。檻の中には、飢え死にしたと思
しきデモニック・ナシックの死体がある。
黒い穴：穴の深さは 2 フィートで、中には死霊の力を帯びた浸出
物が満たされている。ここは “移動困難な地形” である。このプール
の中でターンを開始したクリーチャーは［死霊］ダメージ 5 を負い、
自身のターンの終了時まで減速状態になる。
瓦礫：この瓦礫は“移動困難な地形”である。
石像：無傷の石像は遮断地形である。石像の高さは 9 フィートで、
奇形の四肢を持つ顔のない獣をかたどったものである――誰かが
“旧き元素の目”をいかにも恐ろしげにかたどったものなのだろう。
ヴォイドハロウの水盤（オレンジのタイル）：このプールは “移動困難
な地形” である。このプールの中でターンを開始したクリーチャー
は5ダメージを負い、またこの遭遇の終了時にセーヴィング・スロー
1 回に成功しなければ、下級奈落の疫病（第 1 段階）に罹る。ザルナ
しもべ

クとその僕たちはこれに完全耐性を有する。
井戸：この湧水は、渦巻く清浄な水で満たされ、深さは 50 フィー
トである。井戸はその口まで水でほぼ満たされている。井戸の側面
は高さ 3 フィートで、遮蔽を提供することができる。

結末
PC たちがヴォイドハロウの水盤を閉じ終えるまで、彼らの仕事
は終わらない。技能チャレンジを続けさせるか、あるいは P.44 の「結
末」のセクションに進むこと。
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セッション11：タリズダンの憤怒
セッションの開始時に、これまでの出来事をまとめること。

予期せぬ情報提供者
夕方のまだ早いうちのどこかの時点で、色白でフードを目深にか

◆ イアリーエイボアの商人会議とレディ・ブロンは、PC たちに

ぶったエルフが 1 人、最も近づきやすそうなキャラクターに用心深

イースティングの村で “奈落の疫病” が出たという噂について調

く話しかけてくる。もし PC たちがセッション 3 でシャリンドラを

べてくるよう依頼した。疫病をばらまいていたのは、“旧き元素

生かしておいたなら、彼女を使ってもいい。そうでない場合、この

の目”を信仰する狂信者集団だった。

エルフはベルボル・ツァウンと名乗る女性である（ベルボル・ツァ

◆ イースティングで捕虜となった邪教徒の 1 人は、その狂信者集
団の寺院の場所を明らかにした。
◆ PC たちはその狂信者どもの寺院の中心までの血路を開き、邪教
の指導者を倒し、ヴォイドハロウの水盤を封印し、疫病の侵入
からこの一帯を守った。

ウンとはエルフ語で “知識をもたらすもの” を意味し、つまりこの名
乗りは偽名であることを強く示唆する代物である）。どちらにしろ、
このエルフは変装したドラウである（看破するには難易度 21 の〈看
破〉判定、正体がシャリンドラである場合は判定不要）。
ベルボル・ツァウンはがっしりとした女性で、狩人の服をまとい、

◆ PC たちは何らかの理由で、件の疫病に罹っているかもしれない。

大型のナイフとクロスボウで武装している。彼女は礼儀正しく、PC

◆ 冒険者たちはイースティングで英雄として歓迎され、そこで大

たちに対してはきちんと敬意を持って接する。男性に対して無礼と

休憩を取り、イアリーエイボアへ戻る準備をした。都に戻った
ら商人会議に報告をし、報酬を受け取るのだ。

いうわけではないが、彼女は女性と話す方を好む。
この情報提供者は、PC たちならきっとかなり興味をひかれるで
あろう、ある共通の敵についての情報を持ってきたのだと言う。PC

開始の準備が整ったら、以下の文章を読み上げること：

たちが聞くのを拒否するなら、彼女は冷笑し、肩をすくめて立ち去

イースティングからの旅程では何ごとも起きなかった。事件らしい

る。そうでない限り、彼女は腰を下ろし、話を始める前に飲み物を

事件と言えばアルヴィーン卿の従者のヘンダーとその一行が、
イアリー

1 杯欲しいという。

エイボアへの伝令の役目を終えて帰ってくるのに出くわしたことだけ

腰を下ろして落ち着くと、この“エルフ”は、自分は PC たちがサブ

である。従者とその仲間たちは、一夜の野営を共にして、君たちの勝

ラクの狂信者どもや “旧き元素の目” と敵対したことを知っているの

利を祝ってくれた。

だと言い出す。正確には何が起きたかまでは彼女は知らず、そして

エヴェンドゥア師は、君たちの行為についての、封をし署名をした
正式な報告書をつくってくれ、君たちはそれを商人会議とレディ・ブ

詳細について知りたがる。とはいえ、PC たちが早く要点を言うよ
うにと言い出しても、彼女は別に気を悪くしたりはしない。
くだん

ロンに提出した。彼らは君たちの尽力を称え、君たちそれぞれに50gp

情報提供者は、自分が件の邪教徒どもを敵とみなすようになった

ずつの報酬をくれた。そしてまた、1 ヶ月の間、この都の最高の宿屋

のは、彼らの行動の故であると言う。彼らは、“旧き元素の目”として、

である “さまよえるワイヴァーン亭” で、無料で宿泊し、食事ができる

あるいは “鎖につながれた神” タリズダンとして知られる存在を見つ

ように取り計らってくれた。

け出した。この邪悪な神格は、すべての生命ある存在の敵である。
情報提供者は、クァルヴァルシャレスの名において PC たちの英雄

プレイヤーたちに、PC たちは今晩何をしてすごすつもりなのか

的行動に感謝すると言う（クァルヴァルシャレスとは、エルフ語で

尋ねること。もし彼らは最近の出来事についておおっぴらにしゃ

“かの女神” の意である――これはドラウたちがロルスを呼ぶ際の呼

べっているなら、PC たちのファンが周囲を取り巻き、冒険の物語

称である。難易度 13 の〈宗教〉判定に成功したキャラクターは、そ

に聞き入っている。冒険者たちがあまり人に立ちまじらない方を好

のことに気づく）。

むなら、彼らは静かに食事を楽しみ、新しい話題や他の客たちの話
を聞いている。

バーメイド

情報提供者は、“鎖につながれた神” の信奉者の小さな一団がイア
リーエイボアにやってきているのだと言う。彼女はヴロンドリルと

どちらにせよ、双子の給仕娘シンダとエレンはパーティー一行の

いう名のドラウの邪教徒をここまで追ってきており、そしてこのド

世話をしている。2 人は朗らかでよく気が利き、PC たちが欲しいと

ラウが PC たちの行き来を観察していたのを見たのだそうだ。ヴロ

いうものをかわりばんこに持ってきてくれる。時には、PC たちが

ンドリルは凄腕の殺し屋であり、一行は襲撃に備えるべきだ。

双子の一方に飲み物を頼んだちょうどその時に、もう一方がそれを

PC たちが情報提供者と話している間に、シンダとエレンは勤務

運んでくる、ということもある。ただし、PC たちの露骨な無作法

を終え、“さまよえるワイヴァーン亭” を出ている。情報をすっかり

に対しては大人しく我慢などしない。この点に関してはヒューマン

話してしまうと、情報提供者は立ち上がり、テーブルの上に骨でで

のバーテンのブラジやハーフオークの用心棒のギルボグも同様であ

きた筒を置く。そうなったら、P.50 の戦闘遭遇、『イアリーエイボア

る。

の街路』に進むこと。ただし、後述の「周囲の人々」の項目も参照す
ること。

48

イアリーエイボアでの襲撃を退けた PC たちは、ひょっとしたら
この地域でより大きな邪教集団に育っていたかもしれない存在を倒
したのだ。おめでとう！ 君のプレイヤーたちは “奈落の疫病”の蔓延
を食い止め、“鎖につながれた神” の憤怒を生き延びて、今シーズン

セッション1 1

冒険の結末

の D&D エンカウンターズを完遂したのだ。
この冒険に出てきたドラウたちは、次の D&D エンカウンターズ・
シーズンについてプレイヤーたちが期待すべきもの――すなわち、
ドラウとその策謀の網――のヒントとなっている。“旧き元素の目”
の脅威が終息すると同時に、すべての目が、ロルスと、そして彼女
がフェイルーンの心優しき人々に対して企んだことへと向けられる
のだ！

報酬
PC たちはそれぞれ、情報提供者と話し、邪教徒たちと戦い、そ
して無辜の人々を（潜在的に）救ったことに対して、300XP を得る。
もしプレイヤーがすべてのセッションに参加していたなら、その
キャラクターは 3,750XP――すなわち、4 レベルに達するのに十分
な経験点を持っているはずだ。
情報提供者の筒：この骨製の筒の中には、水晶を散りばめ、ルー
ンを記した、先が細くなった小さな骨のロッドが入っている。同封
されていた巻物から、このロッドは日没寺院の外の荒れ地で殺され
たサブラクのドワーフの亡骸が持っていた、ポータルの鍵だという
ことがわかる。その書付の内容からすると、この鍵は件の寺院の中
のどこかで使えるものらしい。PC たちは、活性化したポータルが
寺院の最も深い場所に存在していると知っている。その情報と鍵を
どうするかは、この冒険では扱わない、もっと別の話となる。この

周囲の人々
君はこの情報提供者を使って、戦闘遭遇『イアリーエイボアの街路』
の初期段階において PC たちに有用となるヒントを与えることがで
きる。だが彼女は “さまよえるワイヴァーン亭” を出ると、乱戦の間
に街の中に姿をくらましてしまう。

ポータルの鍵は、君がつくったシナリオのフックとして使ってもい
いし、今回の英雄たちを、君がこれから遊ぼうとしている既製シナ
リオに誘導するための手段としてもいい。
宝物：邪教徒たちはキャラクター 1 人につき 50gp 相当の貴重品
を持っている。その貴重品の中には、左巻きの螺旋―― “鎖につな
がれた神”タリズダンのしるし――をかたどった、銀製の聖印もある。

なんらかの暴力沙汰が始まった途端、客たちはパニックを起こし、
この一帯から逃げ出そうとする。ブラジはクロスボウを手にして
バーカウンターの後ろに隠れる。彼の主な目的は酒やビールを守る
ことだが、彼に PC たちの手助けをさせてやりたいと思うなら、戦
闘の最中に、邪教徒どもめがけ、1、2 度、攻撃を仕掛けるのもいい。
プレイヤーたちにクロスボウの攻撃のロールをさせてやること：＋
7 対 AC；1d ８＋ 3 ダメージ。
エレンとシンダ、そしてギルボグは戦闘に巻き込まれることにな
るだろう。PC たちがエレンを助け、そしてシンダとギルボグの一
方あるいは両方が倒れていなかったならば、彼らはエレンを酒場に
運び込んでくれる。これらの NPC たちも冒険者たちの手助けができ
る。例えば、シンダやエレンは道にこっそりと出て〈治療〉を使用し、
気絶したキャラクターに底力を使わせてくれるかもしれない。ギル
ボグは敵に向かって椅子を投げつけ、その敵が 1 ラウンドの間戦術
的優位を提供するようにしてくれるだろう。
これらの即興的な NPC の行動については、判定や攻撃のロールを
行なわないこと。場面を面白くドラマチックにするために、またこ
の遭遇における PC たちの決定的な行動やロールプレイに報いるた

R av e n M i m u r a

めに、彼らを使用すること。
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イアリーエイボアの街路
遭遇レベル 5

セットアップ
ヴロンドリル、“旧き目”の狂信者集団の暗殺者（V）
デスジャンプ・スパイダー（S）

2体

“旧き目”の狂信者集団の狂戦士（B）

2体

パーティー一行が情報提供者と話し終わった直後に、“旧き元素
の目”に仕える暗殺者たちが襲撃をしかけてくる。
襲撃の開始時に、以下の文章を読み上げること：
外で衝突音がしたかと思うと、叫び声や雄牛の唸り声が続き、“さま
よえるワイヴァーン亭”の客たちは一斉に窓へと駆け寄る。外の路上で、
雄牛の引く荷車が公共の噴水に衝突している。エレンが荷車と噴水の
間に挟まれて気絶している。シンダはそのそばに突っ立ったままパニッ
クを起こして絶叫し、がっしりとした体格の人物が噴水の中で暴れま
わる雄牛をなんとかなだめようとしている。荷車の御者は荷車の後ろ
で何とか立ち上がろうともがいた揚句、やっとのことで身体を起こし
てうずくまる。
殺し屋のリーダーであるヴロンドリルは、宿屋の扉の脇でぶっ倒
れている酔っ払いに変装している。荷車の御者と牛をなだめようと
している人物は、実は “旧き目” の狂信者集団の狂戦士であり、ヴロ
ンドリルの言いつけに従ってこの事故を演出したのである。ヴロン
ドリルのペットのデスジャンプ・スパイダーは、すぐにでも飛びか
かれるように身構えつつ、この近くで待ち構えている。
襲撃の開始時には、PC たちが見ることのできるクリーチャーの
みをマップ上に置くこと。おそらくバーサーカーたちのみというこ
とになるだろう。
受動〈看破〉難易度 14：キャラクターは、荷車の御者が、怪我を
した女性よりも宿屋のほうに注意を向けているらしきことに気付く。
受動〈看破〉難易度 21：ヴロンドリルを見ることができるキャラ
クターは、彼女が周囲の状況を見ており、何かに打ちかかろうと身
構えるのに気付く。
受動〈自然〉難易度 14：キャラクターは、牛をなだめようとして
いる人物がそう一生懸命に牛をなだめようとも助け出そうともして
いないのに気付く。彼がこの動物を扱いなれていないのは間違いな
い。
〈知覚〉難易度 18：キャラクターは視界の中に 1 体の蜘蛛を見る。
〈治療〉難易度 10：この事故でエレンが大怪我をしたのは、離れ
ていても明らかにわかる。

その後の展開
大っぴらに武勇伝を話していたキャラクターがいれば、客たちは
すぐにそちらに向かって助けを求める。そうでない場合、客たちは
みな放心状態にある。
PC たちが動かなかったなら、ギルボグ（“さまよえるワイヴァーン
亭” の用心棒のハーフオーク）が道に飛び出し、エレンから荷車を押
しのけようとする。彼が荷車を動かそうとした途端、2 体のバーサー
カーは彼を攻撃し、致命傷を負わせる。その後彼らはシンダにも近
づき、誰も止めなければ彼女に対しても同じことをする。

ヴロンドリル、
“旧き目” の狂信者集団の暗殺者（V）
レベル 4 精鋭 奇襲役
中型・フェイ・人型、ドラウ
hp：44；重傷値：22
イニシアチブ：＋10
AC18；頑健15、反応17、意志16
〈知覚〉
＋6
移動速度：6
暗視
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
エルダー・アイ・カルト・タクティクス／旧き目教団の戦術
ヴロンドリルは自分が挟撃している目標には1d6の追加ダメージを与える。
クイック・ドロー／早抜き
ヴロンドリルはフリー・アクションで軽い武器を抜いたり鞘に納めることができ
る。
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：2d6＋4ダメージ。
rシュリケン
（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d4＋6ダメージ
フォール・アパート／倒れ伏す
（［幻影］）◆再チャージ：ヴロンドリルがプル・ト
ゥギャザーを使用した時
効果：ヴロンドリルは倒れて伏せ状態になる。彼女は自分の次ターン開始時
まで、近接範囲と遠隔範囲攻撃に対し、すべての防御値に＋5のパワー・ボ
ーナスを得る。そして敵は彼女は死んだものと見なす。敵は
（1回のマイナー・
アクションとして）難易度21の
〈看破〉判定に成功するまで、彼女に対して近接
および遠隔攻撃を行えない。
プル・トゥギャザー／糾合◆再チャージ：ヴロンドリルがフォール・アパートを使
用した時
必要条件：ヴロンドリルは伏せ状態でなければならない。
効果：ヴロンドリルは立ち上がり、2マスまでシフトし、基礎攻撃を4回行なう。
各攻撃において、その攻撃がヒットするかミスするごとに、1マスシフトすること
ができる。これらの各攻撃はすべて、
ミスしたなら半減ダメージを与える。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲
（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1効果：この爆発の範囲内は、ヴロンドリルの次のタ
ーン終了時まで持続する区域となる。この
［区域］
はヴロンドリルを除くすべて
のクリーチャーの視線を遮る。この
［区域］
の中に完全に入っているクリーチャ
ーは、ヴロンドリルを除いて皆、盲目状態になる。
トリガー型のアクション
エレメンタル・ヴィゴー／元素の活力（［回復］）◆遭遇毎
トリガー：ヴロンドリルのヒット・ポイントが0になる。
攻撃（アクション不要）：ヴロンドリルは44hpを回復し、フォール・アパートを
再チャージして使用する。
技能：〈運動〉＋8、
〈隠密〉＋11、
〈軽業〉＋11、
〈看破〉＋6、
〈はったり〉
＋10
【筋】12（＋3）
【敏】18（＋6）
【判】8（＋1）
【耐】14（＋4）
【知】12（＋3）
【魅】17（＋5）
属性：混沌にして悪
言語：共通語、エルフ語、奈落語
装備品：レザー・アーマー、ショート・ソード、シュリケン×20

戦術
ヴロンドリル：最初、この熱狂的なドラウは伏せ状態であり、おそ
らく誰からも気づかれていない。そしてプル・トゥギャザーを使用
して攻撃を開始し、「セットアップ」の項目で受動〈知覚〉判定に成功
して彼女に気付いたキャラクターがいなかったなら、戦術的優位を
得る。ヴロンドリルがエレメンタル・ヴィゴーを使用済みで、そし
て彼女の味方が全員重傷か死んでいる状況になった場合、彼女は近
くの路地を抜けて逃げる。逃走時、彼女はクラウド・オヴ・ダーク
ネスを使用する。
スパイダー：ヴロンドリルが命令を下すと、スパイダーたちはデ
ス・フロム・アバヴを使用し、戦闘に加わった PC たちに対して攻
撃を行なう。機会が許せば、スパイダーたちはヴロンドリルやバー
サーカーたちに敵を挟撃させられる位置へと移動する。
狂戦士：この頭に血が上った連中は、PC たちを殺すことに身を
捧げている。彼らは死ぬまで戦う。
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旧き目の教団の狂戦士（B） 2 体
レベル 3 暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋3
AC15；頑健16、
反応15、
意志14
〈知覚〉＋1
移動速度：6
特徴
エルダー・アイ・カルト・タクティクス／旧き目教団の戦術
この狂戦士は自分が挟撃している目標には1d6の追加ダメージを与える。
標準アクション
mモーニングスター
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d10＋3ダメージ。
トリガー型のアクション
バーサーカー・ストライク／狂戦士の打撃◆遭遇毎
必要条件：狂戦士はこの遭遇中にダメージを受けていなければならない。
トリガー：狂戦士が近接基礎攻撃をヒットさせた時。
効果（アクション不要）
：トリガーとなった攻撃は1d10の追加ダメージを与える。
エレメンタル・レイジ／元素の激怒（［回復］）◆遭遇毎
トリガー：バーサーカーのヒット・ポイントが0になる。
効果（アクション不要）：狂戦士は倒れて伏せ状態となるが、ヒット・ポイント
を19点に回復し、バーサーカー・ストライクも再チャージされる。
技能：
〈威圧〉
＋7、
〈運動〉＋9
【筋】17（＋4）
【敏】14（＋3）
【判】10（＋1）
【耐】17（＋4）
【知】10（＋2）
【魅】12（＋2）
属性：混沌にして悪
言語：共通語、奈落語
装備品：ハイド・アーマー、モーニングスター

このエリアの情報
明るさ：街灯が“明るい”照明を提供している。
建物：マップ上のすべての構造物は高さ 20 フィートであり（上る
には難易度 21 の〈運動〉判定）、急な傾斜の屋根を持つ（“移動困難な

セッション1 1

デスジャンプ・スパイダー 2 体
レベル 4 遊撃役
中型・自然・野獣（スパイダー）
hp：52；重傷値：26
イニシアチブ：＋5
AC18；頑健17、
反応16、
意志15
〈知覚〉＋7
移動速度6、
登攀6（スパイダー・クライム）
振動感知5
抵抗：
［毒］5
特徴
ウェブ・ウォーク／クモの巣渡り
このスパイダーはクモの巣による移動困難な地形を無視する。
標準アクション
mバイト／噛みつき
（
［毒］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋3ダメージ、
目標は継続的［毒］
ダメージ5を受ける
（セーヴ・終
了）
。
M デス・フロム・アバヴ／頭上からの死◆再チャージ 4 5 6
効果：このスパイダーは6マスまでの跳躍を行なう。この移動は機会攻撃を誘
発しない。跳躍の後、このスパイダーはバイトを使用し、ヒットしたなら目標を
倒して伏せ状態にする。
移動アクション
プロディジャス・リープ／超跳躍◆遭遇毎
効果：このスパイダーは10マスまでの跳躍を行なう。この移動は機会攻撃を
誘発しない。
技能：
〈運動〉
＋9、
〈隠密〉＋8
【筋】14（＋4）
【敏】12（＋3）
【判】10（＋2）
【耐】12（＋3）
【知】1（－3）
【魅】8（＋1）
属性：無属性
言語：――
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噴水の中の雄牛（O）：戦闘の開始時には雄牛がこの泉の中を占め
ており、これらのマス目を遮断している。誰かが雄牛のくびきを切
り離してやったなら（1 回の標準アクションまたは 2 回のマイナー・
アクション）、噴水は遮断地形でなく “移動困難な地形” となる（噴水
の中心の石像が壊れている）。自由になった雄牛はマップ外に逃げ
てゆく。
荷車：荷車は噴水に突っ込み、車輪がひとつ壊れている。荷車を
エレンからどかすことは可能である（〈運動〉判定、1 回の標準アク
ションとして行なう場合は難易度 14；1 回の移動アクションの場合
は難易度 21；そうすることで息ができるようになったエレンは安
定化する）。荷車と雄牛が切り離されたなら、荷車を押しやること
ができる（〈運動〉判定、押しのける者の移動速度の半分で動かす場
合は難易度 14；押しのける者の移動速度で動かす場合、難易度 21）。
怪我をした人々：巻き込まれて怪我をした人々――エレン（E）、そ
しておそらくはシンダ（C）とギルボグも――は、容態安定化（〈治療〉
難易度 14）させられるか、［回復］パワーで回復させられない限り、
5 ラウンドで死亡する。

結末
冒険者たちが狂信者どもを倒すと、この冒険は終了である。P.49
の、「冒険の結末」の項目に進むこと。

地形”）。道に面したその他の普通の店舗は、もう夜なので、鍵をか
けた後である（無理やりこじ開けるには、難易度 14 の〈運動〉判定も
しくは難易度 14 の〈盗賊〉判定）。
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■ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版
『旧き元素の目』

D&D エンカウンターズ TM ・アドベンチャー

翻訳：滝野原南生、柳田真坂樹、ふぇるでぃん
翻訳協力：桂令夫、塚田与志也
編集：上田明、伏見義行
日本語版デザインワーク：田中彰
■『旧き元素の目』は、2012 年に開催の D&D EncountersTM のアドベンチャー『The Elder
Elemental Eye』を翻訳したものです。
● 文中で触れられているフルカラー・マップ、“このプログラムに必要な情報”及びモンスター
のトークン、キャラクター・シート等は英語版のキットに含まれているもので、この日本
語版冊子のデータには含まれません。
● 翻訳、未訳ともに文中で触れられている製品などの情報は、2013 年 2 月時点のものです。
● D&D EncountersTM はプレイスペースがある店舗で開催するイベントです。開催には、ウィ
ザーズ・プレイ・ネットワーク（WPN）で店舗、オーガナイザーなどについて登録、開催申
請などが必要です。詳しくは、http://www.wizards.com/wpn/ をご参照ください。また、
ご質問等も WPN へお願いします。
● 本書そのもの、本書のデジタルデータ、および掲載されたイラスト、図版、文章などの無
断転載、複写、複製ならびに、形態を問わず再配布を禁じます。
HobbyJAPAN ゲーム事業課
http://hobbyjapan.co.jp/dd/
〒 151-0053
東京都渋谷区代々木 2-15-8 新宿 Hobby ビル
カスタマーサービス

TEL：03-5304-9286

受付時間：月〜金 13:00 〜 18:00( 土日祝日除く )

我ら皆

時には少しばかり

正気を失うのだ
イースティングの村で奈落の疫病が流行りだした。勇敢な冒険
者たちは、この病気を蔓延させた狂った悪漢どもを追ってゆく。
探索の行き着く先は、粘体とスライムどもの神、ゴーナドウアの
地下神殿。神殿の悪夢めいた深みへと降った英雄たちはすぐに知
ることになる――ここでは、真正面からあの “目” を覗き込んでし
まうよりも、なお悪いことが起きていると。
『旧き元素の目』は、公式プレイ・プログラム、D ＆ D エンカウ
ンターズの 2012 年春シーズンのためにデザインされたダンジョ
ンズ＆ドラゴンズ・ロールプレイング・ゲームのアドベンチャー
です。本アドベンチャーは『プレイヤーズオプション：元素の渾
沌 の 勇 者 』を サ ポ ー ト し て お り、 ま た Dungeons & Dragons
Fortune Cards のうち『Spiral of Tharizdan』と共に使用するように
デザインされています。また、3 枚のフルカラーのバトルマップ、
すぐに遊べる 11 の遭遇、そして D&D エンカウンターズ・プログ
ラムに関する情報も含まれています。

