■ ネヴァーウィンター・
キャンペーン・セッティング
”北方の宝石” を冒険の舞台に！
恐るべき災厄に荒れ果てた廃墟を捨て、灰の中から蘇っ
たネヴァーウィンターの都は、“北方の宝石” と謳われた昔日
の栄光を取り戻していた。
だが、都に戻り、再建されたのは市民の暮らしばかりで
はなかった。これまで隠れていた様々な勢力が、野心と長
年の確執とを露わにし始めたのだ――
しかも、その勢力はいずれも、都を粉々にしかねないほ
どの力を持っていた。ネヴァーウィンターの存亡は、秘密
教団や邪悪な死霊術士、王位を狙う者たち、そして都の地
下に蠢く恐怖の怪物どもを打ち破る英雄たちの手腕にか
かっている。
D&D の PC ゲーム『ネヴァーウィンター・ナイツ』でも高名
な、フォーゴトンレルムの北の地にある " 北方の宝石” とう
たわれたネヴァーウィンターの町。大変動ののち、都市と
して復興の兆しはあるものの、いまだ死と危険と陰謀が渦
巻く地でもある。
本書には、プレイヤーとダンジョン・マスターの両方が
この地域を舞台にした冒険を楽しむために必要なすべての
情報が詰まっている。
プレイヤーは、この地域の設定と結びついたエキサイティ

ングな選択肢の数々
を使って自分のキャ
ラクターを強化する
ことができる。
新たなキャラク
タ ー・ テ ー マ、 ク
レリックの領域と
パワー、ブレード
シンガーと呼ば
れる新種のウィ
ザード、そして
ドワーフやエ
ルフなど既存
種族の亜種が
彼らの選択肢
に加わるの
だ。
ダンジョ
ン・マスターにとっ
て、このサプリメントは様々な冒険
と物語のアイデアが詰まった箱庭キットのようなも
のである。
ダンジョン・マスターがネヴァーウィンター地方全土を
舞台にした、手に汗握るキャンペーンを作り上げるために
必要な小道具が、この一冊ですべて手に入るのだ。
A4 変形 ハードカバー
定価：￥6,600+ 税

▼ ネヴァーウィンターを舞台とするアドベンチャーが D&D日本語版公式ホームページで公開中！ ▼

■ネヴァーデスの門
『ネヴァーウィンターの失われし王冠』前日譚
任務は極めて簡単なもの
に 見 え た。 ―― ウ ォ ー
ターディープからネヴァー
ウィンターまで、ある謎め
いた旅人と、彼女が運ぶ同
様に謎めいた荷物に付き
添って行くだけ ―― “北
方の宝石” において、だが
任務が簡単であることなど
めったにない。死霊術士
は冒険者たちを、そして
その被後見人に待ち伏せ
を仕掛け、自身の忌まわ
しい目的のために件のア
イテムを盗み取ろうとし
ている。
『ネヴァーデスの門』は
D&D ゲーム・デイ用に 1 レベルキャラクター 5 人を対象と
してデザインされたアドベンチャーであり、また 2011 年夏
シーズンの D&D エンカウンターズ公式プレイ・プログラム
である『ネヴァーウィンターの失われし王冠』の前日談とも
なっています。

■ネヴァーウィンターに迫る嵐

開拓地にあるネヴァーウィ
ンターの街は、受難を迎えて
いた。復興はまだ途上であり、
市壁の中でさえ安全ではない。
ネヴァーウィンターに生きる
人々は、経験をしたことのな
い闇がもたらす狂気、邪悪な
カルトといった難儀に辟易
している。英雄たちは、ネ
ヴァーウィンターが直面す
る、水平線より迫る巨大な
危険にも対峙しなくてはな
らない！
『ネヴァーウィンターに
ネヴァーウィン
迫る嵐』は、2013 年 4 月～
ターに迫る嵐
6 月に開催された公式プレ
イ・ プ ロ グ ラ ム で あ る
D&D エンカウンターズ・シー
ズン用に、3 レベルキャラクター 5 人を対象としてデザイン
されたアドベンチャーです。
D&D エン カウ
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はじめに

素晴らしき公式 D&D プログラム、ダンジョンズ＆ドラ
ゴンズ・エンカウンターズへようこそ。
このアドベンチャーは、君の地元のウィザーズ・プレ
イ・ネットワーク（WPN：Wizards Play Network）の拠点
で、1 週間に 1 度、1 遭遇のセッションをプレイするよう
にデザインされたシーズン制のミニ・キャンペーンだ。
毎週、プレイヤーたちは自分のキャラクターについて
ゲーム内の報酬を得る上、さらに “ 名声ポイント” も獲得
する。
このポイントを貯めると D&D エンカウンターズのこれ
以降のシーズンで使用できる、このプログラム限定の特別
な D&D フォーチュン・カードを獲得できる。

プレイの 準 備

Credits
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Eric Belisle

D&D エンカウンターズのプレイ・キットには、君がこ
のアドベンチャーの DM をするのに必要なものがすべて含
まれている。遭遇エリアのポスター・マップや、モンス
ター、冒険者たち、それに戦場におけるさまざまな効果（罠
や危険要因、区域など）を示すためのトークン・シートも
キットに入っている。以下の手順に従ってプレイの準備を
行なうこと。
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◆「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：謎めいた嗣子」
（P.10）および「“荒廃”ク
リーチャーの急襲」
（P.12）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。
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◆ 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、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
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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（P.2 コラム「グ
ループの変更」参照）。

最初のセッションの終了時に：
◆ 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。
◆ 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。
◆ 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
イント記録用紙（Renown Point Tracker）に必要事項を
記載し、もしプレイヤーの誰かが D&Dフォーチュン・カー
ドを獲得したのであればそれを君に告げる。
◆ 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。
◆ 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。

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

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。

キャラクター作成

プレイヤーたちは各セッションに自分のキャラクターを
持ってこなくてはならない。初めて参加するプレイヤーは
『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ 堕ちた地の
勇者』
『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダム
ズ 忘れられた王国の勇者』、もしくは『ネヴァーウィン
ター・キャンペーン・セッティング』の各種ルールブック
を使用して作成した 1 レベルのキャラクターを持ってくる
こと。
プレイヤーは、『ネヴァーウィンター・キャンペーン・
セッティング』に収載されたキャラクター・テーマを使用
することが推奨されている。これらのテーマはアドベン
チャーを通して参照され、キャラクターたちにさらなる
ロールプレイの機会を与えると共に、彼らをより深く本
セッティングに関わらせる。また、現行の Dragon 誌にて
上記の製品をサポートしているルールも使用してよい（未
訳）。
プレイヤーがキャラクターを持ってこなかった場合、あ
るいはキャラクターの作成を希望しない場合には、キット
に含まれる作成済みキャラクターを使用すること。
セッションが 1 回終了するごとに、プレイヤーそれぞれ
に経験点、宝物、そして名声ポイントを与える。彼らはそ
れらの情報を D&D エンカウンターズ・プレイ記録用紙に
記録し、君は各プレイヤーが獲得した名声ポイントをオー
ガナイザーに報告する。
キャラクターの変更：プレイヤーはD&Dエンカウンター
ズのシーズン中にキャラクターを変更することができる。
変更を望むプレイヤーは、自分が今シーズン中それまでに
得た経験点と等しい経験点を持つ別のキャラクターを持っ

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、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。

D&D ゲーム・デイ 『ネヴァーデスの門』
:
『ネヴァーウィンターの失われし王冠』は、
『ネヴァーウィン
ター・キャンペーン・セッティング』ゲーム・デイのアドベン
チャーである『ネヴァーデスの門』と繋がっている。ゲーム・デ

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
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イのアドベンチャーは本エンカウンターズ・シーズンの1 ヶ月前

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

の事件を扱ったものであり、そこで起こった出来事の上に、本キャ

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

ンペーンは成り立っているのである。

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

『ネヴァーデスの門』と『ネヴァーウィンターの失われし王

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

冠』の双方を遊ぶプレイヤーは 2 つのアドベンチャーについてよ

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

り深い洞察が可能だろうし、同様に仲間たちよりも1 セッション

人のプレイヤーのうち3 人が以前の遭遇でブラック・ドラゴンを

先に遊んでいることによる余分な XP も保持している。また、件

倒していて、
他の2人は倒さなかったという場合、
その回のセッショ

のアドベンチャーを遊んだ結果として、金貨や魔法のアイテムを

ンにおいてはそのドラゴンは倒されているものとして扱う。

持っている可能性もある。.

成長

各遭遇の『報酬』の項には、キャラクターたちが獲得する
経験点の合計値が記されている。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。キャラクターやプレイ
ヤーの人数が何人であろうと、1 人のキャラクターが受け
取る経験点の量は同じである。各セッションの終了時に規
定どおりの経験点を与えること。
マイルストーン：キャラクターが大休憩を取ることなく2 遭
遇を完遂すると、そのキャラクターは1 回のマイルストーンに
達し、アクション・ポイント1 点を獲得する。
レベルアップ：キャラクターは大休憩を取らなくてもレベル
アップすることができる。D&Dエンカウンターズは、
プレイヤー
に1～3レベルのキャラクターを体験してもらうために、通常の
ルールよりも多く経験点を与えるように作られている。すべて
のセッションに参加するプレイヤーのキャラクターは、第3章
の開始時に2レベルになり、第4章の開始時に3レベルになる
はずだ。また、ネヴァーウィンター・ゲーム・デイに参加した
プレイヤーのキャラクターはそうでないキャラクターよりも1～
2セッション早くレベルアップする可能性がある。

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。キャラクターたちが宝物を発見し
たときは、アドベンチャー内に記載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けるには、以
下のルールを用いる。なお、このアドベンチャーに登場す
る魔法のアイテムはすべて、『ヒーローズ・オヴ・ザ・
フォールン・ランズ 堕ちた地の勇者』または『ヒーローズ・
オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダムズ 忘れられた王国
の勇者』に収録されている（訳注：すべてのアイテムは『プ
レイヤーズ・ハンドブック第４版』または『冒険者の宝物
庫』にも収録されている）。
報酬としての魔法のアイテム：キャラクターたちが、消
費型でない魔法のアイテムを見つけると、プレイヤーたち

は誰がどれを受け取るか決定する。特定のアイテムは特定
のキャラクターにふさわしいということになることが多い
ので、たいていの場合、その決定はそう難しくはない。そ
うならなかった場合は、消費型でない魔法のアイテムを
持っていないキャラクターに新しいアイテムを渡すよう、
君が指示すること。消費型でない魔法のアイテムを持って
いないキャラクターが 2 名以上いる場合、d20 をロールし
て最も高い目を出したプレイヤーが新しいアイテムを受け
取る。
アイテムの売却：特定の魔法のアイテムについて、キャ
ラクターの中に欲しがる者が誰もいなかった場合、その
パーティは『ルールズ・コンペンディウム』記載のルールに
基づいて、そのセッションの終了時にそのアイテムを売却
することができる。売却益はパーティのメンバーの間で均
一に分配すること。
いつ装備を買えるのか？：キャラクターたちは、各章の
開始時に装備品を購入できる。

宝物

てくること。ただし、以前のキャラクターが持っていた宝
物や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。
キャラクターの死：キャラクターがセッション中に死亡
した場合、プレイヤーには 2 つの選択肢が与えられる。プ
レイヤーは同じキャラクターの回復力使用回数をさらに 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。ただしそのキャラクターは、回復力使
用回数はゼロ、ヒット・ポイントは重傷値に等しいという
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。

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。カッコ内の数字は表の下に
示されたアイテムの出典を示す。

宝物表
d20

結果

1
2
3
4
5

2 本のポーション・オヴ・ヒーリング（1、2）
＋ 1 マジック・アーマー（1、2）
＋ 1 マジック・ウェポン（1、2）
＋ 1 ラックブレード（1）
＋ 1 マジック・ワンド、オーブ、スタッフまたはロッド
（1はすべて、2はロッドとワンドのみ）
＋ 1 アミュレット・オヴ・プロテクション（1、2）
＋ 1 ヴェテランズ・アーマー（1）
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 アミュレット・オヴ・ヘルス（2）
ベルト・オヴ・ヴィゴー（英雄級）
（1、2）
＋ 1 ディフェンシヴ・ウェポン（1、2）
＋１シルヴァン・アーマー（1）
＋ 1 アースルート・スタッフ（1）
ブレイサーズ・オヴ・マイティ・ストライキング（1）
＋ 1 ロッド・オヴ・マライン・コンヴェイアンス（2）
グラヴズ・オヴ・アジリティ（2）
ヘッドバンド・オヴ・パーセプション（2）
ガントレッツ・オヴ・ブラッド（1）
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）

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ 堕ちた地の勇者』
2『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダムズ 忘れられた王国の勇者』
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名声ポイント

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、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・
カードという形での報酬を獲得する。
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。
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
次表の通りである。

名声ポイント獲得表
RP
3
2
2
2
2
2
2
5
5
2
5

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：これは DM の判断もしくはパーティ内での投票
により、そのセッションでのプレイにおいて何か独創的な、
あるいは勇敢な、もしくは単に格好良いことをしたプレイ
ヤーに与えられる、各卓の裁量に任された “ 賞” である。

D&D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
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Spellplague Surge

Artist: Tyler Jacobson

セッション毎
セッション毎
1 ／章
1 ／章
1 ／章
1 ／章
1 ／章
シーズン毎
Character Builderでキャラクターを作成する
シーズン毎
ネヴァーウィンター・キャラクター・テーマを使用する
シーズン毎
死亡することなく8 セッション以上を生き延びる シーズン毎

Play at the start of your turn.
Until the start of your next
turn, all attacks made by
you and creatures within 5
squares of you deal 5 extra
fire and psychic damage.

PROMO 2 ★

TM & © 2011 Wizards of the Coast LLC

頻度

1 回の遭遇を完遂する
新しいプレイヤーを連れてくる
名場面
瀕死状態の味方の冒険者を生き返らせる
1 体の敵に15 以上のダメージを与える
1 回の攻撃で3 体以上の雑魚を倒す
1 セッションで敵から50 ダメージを被る
自分のキャラクターを作成する

AT TACK

獲得に必要な事項

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――
プレイヤーへの報酬として、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・カードが与えられるからだ。
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 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
Promo2_DnD_FortuneS02_AR
セットはGlory of
Neverwinter である。.

戦闘遭遇のマップとクリーチャーの配置
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
配置やキャラクター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。

20点のRPを獲得したプレイヤーは、bowl over（動転）
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。40 点
のRPに対しては、great confidence（おおいに自信あり）
、60
点のRPに対してはspellplague surge（呪文荒廃の波動）が与
えられる。
これらのカードは、そのカードの獲得に至った回の直後の
セッションから使用できる。プレイヤーはこれらのカードを獲
得した後に自分のフォーチュン・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こと。

冒険の背景

30 年近く前、華やかなるネヴァーウィンターの都は、
炎の大災害によって滅びた。都の人口の半分が死に、その
中には統治者の一族、アラゴンダー家も含まれていた。大
地の震えが都を揺さぶり、大地には大穴が開いてそこから
地下世界の恐怖が湧き出してきた。大変動を生き延びた者
たちのほとんどは逃げ出し、都は破壊され、ネヴァーウィ

ネヴァーウィンターの失われし王冠
英雄たちが件の冠を手にとって調べる機会は、実は冒険の最
後まで巡ってこないのだが、DM はキャンペーンを展開させつつ、
この注目の物品をチラチラと見せ続けるべきである。そのような
状況については個々のセッションで説明されているが、冠の詳細
な描写が必要になった場合に備え、ここでこの冠の外見や材質、
そして力について特に説明しておく。
“失われし王冠”の地金は輝くミスラルであり、サファイアがちり
ばめられている。これは戦士王の王冠で、重さは4ポンドである。
し

し

伝説には、ネヴァーウィンターの嗣子としてふさわしからぬも
のがネヴァーウィンターの王冠を身に付けたなら、王冠が封じて
いたものが目覚め、ほとばしる炎と氷の嵐によってそのものを殺
すと言われている。この冠は偽物だが、これは伝説に語られるの
と同じ特性を持っている。もし “失われた嗣子”以外の誰かがこの
冠をかぶったなら、そのキャラクターは冠をかぶっている間、
［火］
かつ［冷気］
の継続ダメージ 10を負う。
もし英雄たちがこの冠を調べる機会を得たなら、難易度 12 の
〈魔法学〉判定を行なわせること。判定に成功すれば、この冠に
は強力な魔法がかかっていることはわかるが、具体的にどんな
効能があるのかはわからない。これを知った英雄たちがどう考え
るかは彼らの自由である。この冠が偽物だということなのかもし
れない。あるいは、あまりに強力すぎて、彼らには素性が完全に
は調べられないということなのかもしれない。
ネヴァーウィンター・ノーブルのキャラクター・テーマを持
つ英雄が冠をかぶった場合も、やはり冠はそのキャラクターを攻
撃する。これはつまり、そのキャラクターの主張か、冠か、伝説
のいずれかが偽りなのだ。
ゲーム・デイのアドベンチャー、
『ネヴァーデスの門』を経験
した英雄たちは、この冠は偽物だと疑うかもしれない。
セルドラに会った際に彼らがそう尋ねたなら、彼女は、この冠
は本物の失われたアーティファクトであると断言する。

ンターの王冠――この都の力と影響力の象徴――も永遠に
失われたと、人々は信じるようになった。
数年前、都市の再建が始まった。ウォーターディープの
公開ロード、ダガルト・ネヴァレンバー卿が、その膨大な
資金、そしてミンターンの傭兵軍とともに、この地に平和
をもたらし、都を再建するために北上してきたのである。
彼の最初の仕事は、化け物の中でも最悪の部類の輩を隔離
するために壁を築くことであった――この戦略は当面成功
を収めていた。
避難していった人々がぽつぽつと戻り始め、その流れは
去年になって安定したものになった。彼らの故郷と生活は
建て直されるだろう――自分をこの都市の守護卿として受
け入れる限り。そう、ネヴァレンバー卿は言っている（彼
はアラゴンダー王家との血縁関係を口実にこの都市の王位
継承権を主張するつもりなのだという憶測が広まってい
る）。
そして現在、突然の、そしてどうにもありえないことに
思われる “守護卿区” への “荒廃” 野獣の攻撃に応じるように、
どうやら “真の” ネヴァーウィンターの嗣子らしき人物が現
れた――それは、ネヴァーウィンターの失われた王冠とし
か思えないものを戴く戦士なのだ。大規模で人目につく事
件のせいで、ネヴァーウィンターに住む者全員の忠誠心が
試される破目に陥った。都で内戦が勃発する前に、守護卿
閣下は英雄たちを雇って件の “嗣子” の後を追わせ、彼の要
求の正当性を確認しようとするのである。

重 要 な 勢 力 および キャラクター

名声の報酬

し

し

重要な勢力およびキャラクター

以下のセクションは、本アドベンチャーに登場する主要
な勢力について説明したものである。

ネヴァーウィンターの背景
ネヴァーウィンターの都は、かつて北方の輝ける宝石で
あったが、27 年ほど前の大変動で廃墟と化してしまった。
恐ろしい大噴火をしたホートナウ山の近辺では灰と炎とが
都市の上に雨のごとく降り注ぎ、また大地震が根底から都
を引き裂いてしまった。都の人口の約半数が死んだ。その
中には統治者たるアラゴンダー家も含まれていた。その他
の多くは逃げ出し、取り残されたほんのわずかな人々だけ
が、絶望のうちに廃墟の中になんとか命をつないでいた。
最 近、 ダ ガ ル ト・ ネ ヴ ァ レ ン バ ー 卿 ―― ウ ォ ー タ ー
ディープの公開ロードであり、強大な力を持つ政治家でも
ある――は、自身の資産の大部分を投じ、ネヴァーウィン
ターにかつての栄えある姿を取り戻させようとしている。
そうして彼はついに、都市の南西側の四分の一にあたる “
守護卿区” に治安をもたらすことに成功した。彼は今のと
ころ都の守護卿を称しているが、実際のところは王である
と言ってもいい状態である。
ネヴァレンバーの統治に異を唱えられる者がいるとすれ
ば、それは唯一、自分の生来の権利として都の統治権を要
求しうるアラゴンダーの真の嗣子のみと信じている者もい
る。とはいえ、それは簡単なことであるはずがない。
本アドベンチャーで遊ぼうとするのは、このような社会
背景――つまりこういった物事の成り行きや緊張状態、そ
して専制に逆らおうとする物語である。
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ニュー・ネヴァーウィンター
帝国主義者による再生政府
ウォーターディープの公開ロード、ダガルト・ネヴァレ
ンバー卿（P.22 参照）を頭と頂く、この政治的かつ軍事的
な組織は、廃墟と化したネヴァーウィンターを再建し、都
の支配権を確固たるものにしつつある。この組織にはネ
ヴァレンバー卿の影響下にある政治家も含まれており、都
を再建しようとする種々の尽力、そして厳格なサビーヌ将
軍に率いられるミンターン島出身の傭兵たちによる軍事力
などが、都の人々から絶大な信頼を寄せられている。
D&D エンカウンターズ・シーズン『ネヴァーウィンター
の失われし王冠 』の間、ネヴァーウィンターの人々の忠誠
心は試されることとなる。
ニュー・ネヴァーウィンターが成し遂げた業績にもかか
わらず、民衆の意見は徐々に、統治と支配を固めようとす
るこの勢力に反発するものになってゆき、“失われた嗣子”
の出現によりそれは加速する。本アドベンチャーを通して、
英雄たちはこの両陣営にそれぞれ属する街の人々の議論に
関わり、誰がネヴァーウィンターを統治すべきかというこ
とについて、彼ら自身の意見を形成しなければならない。

アラゴンダーの息子たち
ネヴァーウィンターの愛国者
全員が大変動の際にネヴァーウィンターを脱出したわけ
ではない。意志堅固で肝のすわった人々は後に残り、地割
れから現れる脅威や、ほぼ破壊しつくされた空っぽのネ
ヴァーウィンターに跳梁跋扈するその他のモンスターども
に対抗してなんとか生き延びたのである。ダガルト・ネ
ヴァレンバーがミンターンの傭兵たちとともにやってきた
とき、この頑固者たちはこれを平和維持軍と共に現れた救
い主ではなく、占領軍の首領でいずれ独裁者になるだろう
人物として見た。彼らはネヴァレンバー卿の統治を押し返
すべく、レジスタンス活動を開始した。
ネヴァーウィンターの革命家たちは、滅び去ったこの都のか
つての統治者、アラゴンダー一族の名にちなみ、自身を“アラ
ゴンダーの息子たち” と称している。彼らの活動のほとんどは
ネヴァレンバー卿の勢力の及ばない、ブラックレイク地区の外
側で行なわれている。また、彼らは最近仲間になった死 鼠団
と協力しつつ、都市の地下の下水道でも活動を行なっている。
“アラゴンダーの息子たち” の現在の指導者はアーロン・ブ
レードシェイパーという名の歴戦の戦士（P.44参照）である。
この組織のかつての指導者であった【ハーパー・エージェン
ト】
キムリルの死によって生じた指導力の不在ののち、彼が仲
間たちを再び結集させたのである。この事件の影響で、“息子
たち”は余計に余所者を信用しなくなりつつある。
“失われた嗣子”は“アラゴンダーの息子たち”の名誉構成員で
あるが、彼には彼の目的がある。『ネヴァーウィンターの失われ
し王冠 』では、“アラゴンダーの息子たち”は“失われた嗣子”の
手駒にされる。“失われた嗣子” は彼らの都への忠誠心を利用
して、それを自分自身の敵に対する対抗手段に仕立てるのだ。
デッド・ラット

デッド･ラット

死 鼠団
ワーラットのギャング
近年、ラスカン――ネヴァーウィンターから北に数日の
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場所にある廃墟化した海賊の根城――のストリート・ギャ
ングたちが都に移住してきて、路上（とその下）に恐怖を振
りまき始めた。このライカンスロープの集団である死鼠団
は誰疑うものもないネヴァーウィンターの下水道の支配者
で あ り、 ブ ラ ッ ク レ イ ク の 地 下 に 巣 食 っ て い る。 最 近、
チャールという名のハーフリング（セッション6参照）が“ア
ラゴンダーの息子たち” へ同盟を申し入れ、それは丁重に
受け入れられた。
“失われた嗣子” はこの同盟を支持している――というのも、
彼は革命家たちが思ってもいない方向で物事を仕上げるのに、
この死鼠団を使うつもりでいるのだ。
死鼠団は、『ネヴァーウィンターの失われた王冠 』の複数の遭
遇で登場する（特にセッション8および9に）。彼らは英雄たち
にとってわかりやすい敵となる（ワーラットたちは非常に悪意
に満ちた存在なのである）。
し

し

ネヴァーウィンターの失われた嗣子
裏で糸を引く悪役
この D&D エンカウンター・シーズンにおけるメインの
敵は、偽物の “ネヴァーウィンターの王冠” を使って自分を
この都の真の統治者に見せかけようとする “失われた嗣子”
である。この宝物を手にしている限り、“嗣子” は根拠のあ
る、そして有効な要求を行なうことができるのである。
“失われた嗣子” の素性は、ネヴァーウィンターの人々に
対しては明かされていない。彼はアラゴンダー家の行方不
明の息子だと信じるものもいる。もっとおとぎ話めいたも
のとしては、彼は帝国主義者ネヴァレンバーを放逐するた
めに蘇ったナシェル・アラゴンダーなのだというものもあ
る。それ以外の者は、彼はネヴァーウィンターの人間であ
り、諸王の血筋に連なるもので、圧政に対して立ち上がっ
たのだと信じている。
実際のところ、“失われた嗣子” は、セルドラ・ティラマ
ランドなのである。セルドラは表向きは、ダガルト・ネヴァ
レンバー卿に雇われたスパイということになっている。彼
女はその立場を、自身の狂った野望の達成のために利用し
ている。『ネヴァーウィンターの失われた王冠 』でセルドラ
が取る行動はすべて、ダガルト・ネヴァレンバー卿を追い
払い、都にもとから住む人たちの手に都の統治権を取り返
そうとする企みのためのものである。
彼女の力と精神の明晰さをもってすれば、セルドラはお
そらく計画を達成できたはずだ――彼女が自身の権威とし
ているまさにその品、偽物の “ネヴァーウィンターの王冠”
し

『ネヴァーデスの門』のセルドラ
プレイヤーの誰かが『ネヴァーデスの門 』をプレイしていたな
ら、彼らは “ネヴァーウィンターの王冠を都に運んできた人物” と
してセルドラのことを覚えているだろう。英雄たちが彼女とよい関
係を結んでいたなら、彼女は英雄たちに親しく振舞う。
“王冠”（本アドベンチャーの鍵となる品物である）がどうなった
のかと尋ねられると、セルドラはこう答える――いくらか人探しを
したあと、ネヴァーウィンターの王冠を継ぐべきお方を見つけ出
したのです、そう、“失われた嗣子”を。

し

セルドラとしてのセルドラ

し

し

し

セルドラ・ティルマランドは魅力的な黒髪のハーフエル
フの女性で、年齢は 30 歳前後といったところ。彼女は機
能的なレザー・アーマーと朽葉色の外套を身に付け、腰に
はロングソードを吊るしている。彼女はまた、腕に呪痕を
持っている。
セルドラはウォーターディープのとあるウィザードから
偽物の “ネヴァーウィンターの王冠” を手に入れ、これを
使ってネヴァーウィンターの真の嗣子に変装し、都の住民
を自分の周囲に引きつけようと企 んだ。そうする過程で、
彼女は本アドベンチャーにおける様々な対立を引き起こし
ていく。
キャンペーンの間、英雄たちはセルドラに対し、彼女の
動機について、彼女の呪痕について、あるいは “失われた
嗣子” と彼女の関係について、たくさんの質問をするだろ
う。それらに対して彼女の返答をこしらえる際には、以下
のガイドラインを参考にすること。
先祖について：セルドラはネヴァーウィンター生まれで、数
十年前の大変動の後にここに残ることにしたうちの 1 人で
ある。彼女の家族は何世紀もの間、この都に住み続けて
きた。彼女の先祖の中でもっとも悪名高いのは、1 世紀
前のラスカンとの激戦の際にネヴァーウィンターを裏切っ
たハーフエルフの女パラディン、かのアリベス・ティルマ
ランドである（この物語はコンピュータ・ゲーム『ネヴァー
ウィンター・ナイツ』で描かれた）。自分の大叔母のそ
のまた大叔母の悪評を知ったとき、彼女は自分がそそぐ
べき汚名という負の遺産を受け取ったことを感じた。彼
女は恐るべき独裁者、ネヴァレンバー卿からこの都市を
守るために我が身を捧げたいと望んでいる。
雇用：深慮遠謀のため、彼女はネヴァレンバー卿に仕える
スパイとなった。彼女はその立場を利用してネヴァレン
バーを見張ってきた、そしてこれからは守護卿に雇われ
た英雄達を見張ろうとしている。
呪 痕 ：セルドラは呪痕を持っているが、 彼女はアドベン
チャーの最後に、冠の狂気が彼女を喰らい尽くしてしまお
うとする時まで、それを活性化はしない。
難易度 20 の〈知覚〉判定に成功したキャラクターは、彼
女の腕の呪痕に気づくことができる。
【スペルスカー・ハー
ビンジャー】のテーマを持つキャラクターも、自動的に呪
痕を感知することができる。それについて問われると、彼
女は、今はなきハーフエルフの父親からこの呪痕を受け継
いだのだという。
この呪痕は、第 4 章において、それが “荒廃”クリーチャー
を作り出し、支配する力を持つことが判明する時まで、英
雄たちにとっては正体不明のままである可能性が高い。彼
女はそれらのクリーチャーに対してごく限定した支配しか行
スペルスカード

たくら

スペルスカード

なわない――ほとんどの場合、彼女はそれらを作り出し、
しかるべき場所に配置するだけだ。本シーズンのクライマッ
クスまで、セルドラはどんな形にしろこの事実を明かすこと
はなく、また何の気なしにうっかり口を滑らすような失敗を
やらかすには、彼女の嘘つきとしての能力は高すぎるので
ある。
“失われた嗣子”：セルドラは “失われた嗣子” を支持してい
ることを明かし、キャラクターたちも彼を支持するべきだ
と力説する。
し

“失われた嗣子”としてのセルドラ

重 要 な 勢 力 および キャラクター

にとらわれてさえいなければ。冠は呪われている（ネヴァー
ウィンター・ゲーム・デイのアドベンチャー、『ネヴァー
デスの門 』
での事件の結果として）。
彼女が “失われた嗣子” を装うために冠を身に付ければ付
けるほど、彼女の精神は不安定になってゆく。狂気が悪化
してゆくため、彼女の決定は、英雄たちや革命家たちと交
渉したり共通の目的を探したりすることよりも、彼らと対
立する方向へと変わってゆく。

“失われた嗣子” は、いかなる危険な場所にも堂々と現れ
る、寡黙で印象的な人物である。彼は “荒廃” クリーチャー
である敵（セッション 1）やドラゴン（セッション 2）に立ち
向かい、自分がいかに勇敢であるか、また、危難に苦しむ
ネヴァーウィンターの人々の指導者としてふさわしいかを
見せつける。
必要とあれば “失われた嗣子” はしゃがれ声で言葉少なに
話す。彼は重厚な板金鎧を着込み、紫色のマントを翻して
いる。彼は常に顔をすっぽり覆う甲をかぶっており、その
ため彼の顔は完全に隠れている。その甲のてっぺんには、
ミスラル製の “ネヴァーウィンターの王冠” が取り付けられ
ている。
変装は非常に巧みなものだ――セルドラは変装の達人な
のだ。“失われた嗣子” は男性であるという話をばらまくこ
とでも、彼女はうまく自分への疑いを避けている。
“失われた嗣子” は頻繁に呪痕の力を用い、“荒廃” 野獣を
作り出してはそれを支配する。その時には、青い炎が彼の
腕と顔の周囲を走るのである。彼が冠を身に付けている時
には、その炎は冠からほとばしるように見え、まるでそれ
が冠そのものの力であるかのように見えるのである。
か も く

プロフィール：セルドラ・ティルマランド
ネヴァレンバー卿のスパイの最も有能な一人であるセルドラは、彼
が信頼して物事を任せる人物でもある。彼は彼女に相当の自主的な
行動を許しており、また彼女の判断を暗黙のうちに信頼している。
重要な特徴：才覚に優れた、開けっぴろげな、人心を操るのに長
けた、謎めいた。セルドラはスパイであり、自身の俊敏な機知や仕
事への適応力に信を置いている。
目的：表向きには、セルドラの目標はネヴァレンバー卿から命じら
れた任務を達成することである。実際には彼女はネヴァレンバー卿の
失脚を目論んでおり、異国の支配からネヴァーウィンターを解放しよう
としている。
動機：一族の汚名を返上すること。
弱点：偏執と狂気。セルドラは誰かを信じることができなくなって
おり、また現実の認識も危うくなりつつある。
癖と身体的特徴：30 歳かそこらの魅力的な黒髪のハーフエルフ
であるセルドラは、機能的なレザー・アーマーを着け、ロングソード
を持つのが習慣となっている。物言わぬ傍観者を決め込むこともしば
しばで、彼女自身は常に自分の意見を変えずにいる。
彼女は口を開けば断定的な話し方をするが、一方で交渉にも長け
る。自分自身も親が冒険者だったからと言い、彼女は英雄たちには親
しげに振る舞う。
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以下に各セッションにおいて起きることの概要を述べる。
セルドラは本キャンペーンのシーンの背後で、膨大な陰
謀の糸を引いている。任意の時点で彼女がどこにいて何を
しているのかについては、“このシーンのうらがわ” の記述
を参照すること。

第一章
セッション 1：英雄たちが仕事のためにネヴァーウィン
ターの市場にやってくると、突然、そしてとても有り得な
いような状況で、“荒廃” クリーチャーが彼らに襲いかかっ
てくる。戦闘の最中に、彼らは驚くべき光景を目撃する―
― “ネヴァーウィンターの失われし王冠” を戴いた完全武装
の騎士が、都の治安維持の手助けにやってきたのだ。これ
こそが “失われた嗣子”である。
セッション2：“荒廃” ホワイト・ドラゴンが騒動に加わりに
舞い降りてくるが、英雄たちと“失われた嗣子”との共同戦線に
より、敢え無く返り討ちされる。最後に“嗣子”はそのドラゴンを
石に変えると姿を消し、噂と憶測で街じゅうがもちきりになる。
このシーンのうらがわ ：“失われた嗣子” に化けたセルド
ラが、自分をネヴァーウィンターの救世主として演出すべ
く、この戦闘のお膳立てをしている。その後、彼女はネヴァ
レンバーのスパイとして倍の仕事をこなすのに忙殺される。
彼女は “失われた嗣子” の正体を明かそうとするネヴァレン
バー卿の試みをすべて空振りさせつつ、自らが “失われた
嗣子”に変装して片付けるところの “荒廃”クリーチャーの攻
撃をさらに増やしてゆく。
し

し

第二章
セッション 3：10 日後、噂は野火のごとく広がり、街は
今にも内戦が勃発しそうな状態となる。ニュー・ネヴァー
ウィンターの兵士たち（その中にはサビーヌ将軍もいる）は
“座礁リヴァイアサン” 亭にいる英雄たちを雇い、守護卿と
面会するようにと言う。彼らが出発する前に、“嗣子” の支
持者の酔っぱらいたちが飛び込んでくる。
このシーンのうらがわ ：ネヴァレンバー卿から助言を求
めての召集があったちょうどそのとき、彼女は “防壁” の上
で襲撃の計画を練っているところだった。戻るのが遅れた
彼女は、ネヴァレンバーが “失われた嗣子” について調べさ
せるために英雄たちを雇うのを止めることができなかった。
セッション 4：英雄たちはネヴァレンバー卿と面会し、
卿は “失われた嗣子” について調べ遂せたなら相当額の報酬
を支払おうと言う。“防壁” での調査を開始した英雄たちは、
盗賊の一団がその門を開けようとしているところにちょう
ど出くわす。その後彼らはセルドラと会い、彼女は今回の
襲撃の背後には死鼠団と呼ばれるギャングがいたのだと言
う。彼女は英雄たちに、“千の顔の家” に行けば死鼠団を見
つけられるだろうと言う。
このシーンのうらがわ ：セルドラは “防壁” のところにい
る英雄たちを見ており、また彼らが勝利を収めたのも見届
けたうえで、彼らを自分の計画の障害と判断する。彼女は
今回の襲撃の背後には死鼠団がいるという話をでっち上げ、
件のギャング団が英雄たちを片付けてくれることを願う。
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セッション 5：英雄たちはセルドラの指示に従い、翼を
持ったワイヴァーン橋を渡ってブラックレイク地区に踏み
込む。その途中、彼らは “荒廃”クリーチャーに襲われる。
セッション 6：“千の顔の家” にやってきた英雄たちは、
革命家たちと死鼠団の同盟を取り付けたハーフリングの
チャールに出会う。チャールとその取り巻き連との戦闘と
なり、英雄たちは死鼠団の隠れ家がブラックレイクの地下
にあることを知る。彼らはその晩、この宿屋に泊まる。
このシーンのうらがわ ：“失われた嗣子” に化けたセルド
ラは死鼠団の隠れ家に赴き、冒険者たちがやってくること
を警告する。

第三章
セッション 7：死鼠団の見張りを避けるため、英雄たち
は夜中にブラックレイクの近くの公園に向かう。そこで彼
らは死鼠団の隠れ家へ続く秘密の入口を見つける。そこに
入る前に、彼らは堕落した原始の精霊によって操られた植
物たちと戦わねばならない。
このシーンのうらがわ ：セルドラは “千の顔の家” にやっ
てきて、英雄たちがチャールから情報を引き出せていな
かった場合に備え、死鼠団の隠れ家へ続く入口の場所を教
える。悪化してゆく偏執と狂気にとらわれたセルドラは、
翌朝に “守護卿区” を襲撃するという計画を立てている。そ
の時点で冒険者たちは死鼠団との戦闘で手一杯か、あるい
は死んでいるだろうと彼女は考えている。
セッション 8：英雄たちはブラックレイクの下水道を抜
け、死鼠団に存在を悟られないようにしつつ、ドブネズミ
やワニと戦う。
このシーンのうらがわ ：“失われた嗣子” に化けたセルド
ラは “アラゴンダーの息子たち” の指導者、アーロン・ブ
レードシェイパーを訪ね、“守護卿区” を襲撃する自分の計
画について説明する。彼はそのような急いた行動には気が
進まず、翌日の会合で自分の決定について話すと答える。
セッション 9：英雄たちは死鼠団の本拠地で彼らと戦う。
戦闘の終了時に機構が起動し、ブラックレイクの水が流れ
込んで彼らを下水の果てまで押し流す。
セッション 10：水は英雄たちをクラーケンのトンネル
まで押し流す。そこはかつては “クラーケン団” の砦であっ
たが、今では “アラゴンダーの息子たち” の主要な基地と
なっている。パーティはトンネルに住む怪物と戦い、その
後、革命家たちのパトロールと出くわす。アーロン・ブレー
ドシェイパーは英雄たちを本拠地まで連れて行き、そこで
“嗣子”の余りにも無謀な襲撃計画への懸念について話す。
このシーンのうらがわ ：冠の狂気に完全に喰いつくされ
てしまったセルドラは、“荒廃” クリーチャーを集め、“守護
卿区”への攻撃の準備を整えている。

第四章
セッション 11：英雄たちは革命家たちのために “嗣子”と
会うことに同意する。PC たちが現れると、“嗣子” は自分を
裏切ったといって革命家たちをなじる。彼は革命家たちめ
がけて火を放ち、自分は逃げ出す一方、キャラクターたち
に対して “荒廃” クリーチャーを何体かけしかける。その戦
いのあと、英雄たちは “嗣子”を追跡することができる。

冒険の概略
CHRIS DIEN

し

し

このシーンのうらがわ ：“嗣子” に化けたセルドラは革命
家たちとの会合にやってきたが、英雄たちを見つけ、裏切
られたと思い込むに至った。怒りと狂気のために、彼女は
スペルスカード
自分の呪痕のコントロールを失いつつある。
セッション 12：“嗣子” を追ううち、英雄たちは自分たち
に襲いかかってくるのが “荒廃” モンスターの姿に歪められ
た動物や街の人々たちであることに気づく。英雄たちは翼
を持ったワイヴァーン橋沿いに戦闘を繰り広げ、門のとこ
ろに戻るが、そこは “嗣子” が “守護卿区” に攻め込むために、
さらに多くの “荒廃” クリーチャーを集めようとしている場
所である。
このシーンのうらがわ ：“嗣子” の姿のセルドラは英雄た
ちから逃げ出し、その呪痕の力を使って彼らにけしかける
べき敵をさらに作り出している。彼女は門を開け、英雄た
ちをそちらに行かせようとする。計画がすっかり白紙に
戻ってしまった以上、もはやネヴァレンバー卿ひとりを殺
すしかないと彼女は判断する――が、そうするにもドラゴ
ンの 1 頭は必要だ。
セッション 13：英雄たちは路地裏で “失われた嗣子”に追
いつき、その正体がセルドラ・ティラマランドだと知る。
セルドラは石化したドラゴンを解き放とうとする。魔法の
障壁のために英雄たちは即座に攻撃することができないが、
その力が弱まった瞬間、彼らはセルドラを制圧し、彼女を
冠の狂気から開放してやることができる。
セッション 14：ドラゴンは解き放たれ、英雄たちに襲
いかかる。直前のセッションでキャラクターたちがセルド
ラの命を助けていたなら、彼女は街を守るための戦いに手
を貸す――キャラクターたちを助けるために命を捨てるつ
もりなのだ。

このシーンのうらがわ ：セルドラは自分の行ないを悔い
改めている。ドラゴンが解き放たれる前に、彼女はこの冠
は偽物だと明かし、また、自分に何が起きていたのかをキャ
ラクターたちに告げる。

遭遇を調整する
こ の ア ド ベ ン チ ャ ー の 第 1 お よ び 2 章 は “5 名 の
1レベル・キャラクターおよび D&D に馴染んだプレイヤー” から
成る “通常の”パーティを想定している。同様に、第 3 章は1 ～ 2
レベルのキャラクターを、第 4 章は 2 ～ 3レベルのキャラクター
を想定している。君の卓のパーティをこの想定と比較し、以下の
ガイドラインを使用すること。
“弱い” パーティ：君の卓にいるのが弱いパーティ――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を取り除くこと。
“強い” パーティ：君の卓にいるのが強いパーティ――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
遇レベルと最も近いものを増やすこと。
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第一章

キャラクターたちはそれぞれ、ヒット・ポイントと回復
力が満杯の状態で、1 点のアクション・ポイントを持って
『ネヴァーウィンターの失われし王冠』を開始する。
少し時間を取り、ネヴァーウィンターの現状（P.5『ネ
ヴァーウィンターの背景』参照）について説明すること。英
雄たちがつい最近この都にやってきたばかりであれ、もう
しばらくここに滞在しているものであれ、彼らはみな現状
については気付いている。
し

し

セッション1:謎めいた嗣子
セッションの開始時に、キャラクターたちは所用のためネ
ヴァーウィンター川のほとり、ネヴァー城の川を隔てた向か
い側にある市場へ向かう。以下の文章を読み上げること：
肌寒い春の午後、“守護卿区” の中にある安全な地元の市場にて。
川を隔てた向かいにはネヴァー城が聳え、それは30年ほど昔にネ
ヴァーウィンターを打ち砕いたあの大変動を否も応もなく思い出させる。
街の彼方に見える高い “壁”は、街の南東1/4を占める廃墟と“守護卿
の封土”の東端とを隔てている。川沿いに延びる“防壁”は、
ネヴァーウィ
ンターに棲みついたモンスターどもからこの一角を切り取っている。

プレイヤーたちに、めいめいのキャラクターを自己紹介
し、外見や特徴を描写するよううながすこと。プレイヤー
たちに、彼らはなぜこの都市にやってきたのか尋ねること。
少し時間を取り、キャラクターたちは友人同士とまではい
かないにせよ、互いに知り合いではあるという認識をはっ
きりさせること。
まずはネヴァーウィンターの日常から本セッションを開
始し、キャラクターたちがこの地域の他の人々と関わりを
持っている様子をプレイヤーたちに実感させること。
プレイヤーたちが馴染んできたら、“荒廃” クリーチャー
の急襲の遭遇に進むこと。

ネヴァーウィンターの日常
英雄たちにしばらく時間を与え、お互いに、またこの区
画にいる様々な人々と関わらせること。何人かについては
この後に説明がある。もちろん君自身が即興であれこれ説
明しても構わない。
プレイヤーたちに、それぞれのキャラクターは市場で何
をしているのか尋ねること。プレイヤーたちは、遭遇の開
始まで、自由にキャラクターを動かしてよい。
以下の店舗等は、この区画に存在するものである。

鎧屋「アオシル」
恰幅の良い赤ひげのドワーフのアオシルがこの露店の店
主である。威勢のいい声で話し続けるうちに、彼の顔はど
んどん真っ赤になっていく。
アオシルは『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ラン
ズ』および『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・キング
ダムズ』に掲載されている鎧を売っている。彼の売る品は
なかなかいい出来である。
それらはサンダバールの街に住む彼の友人の作品で、再
建されつつあるネヴァーウィンターのできたての市場に進
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出すべく輸入されてきたものなのだ。
キャラクター・テーマとの関わり：アオシルは、自分は
かつてこの地にあった偉大なるドワーフ帝国デルザウンの
血をひくもの、エア・オヴ・デルザウンであると誇らしげ
に主張している。彼は自分以外のドワーフ（特にそれが【エ
ア・オヴ・デルザウン】であった場合）を見つけると、その
キャラクターに近づいて話しかけ、彼がその他の連中と同
様にゴーントルグリムを探してネヴァーウィンターにやっ
てきた顛末を繰り返す。彼は失われたドワーフの都を探し
当てることはついに叶わず、最終的に糊口をしのぐための
実際的なやり方に従事するに至った。彼は防具屋になった
が、今でもゴーントルグリムについて何か新しい知らせは
ないかと気をつけている。彼は【エア・オヴ・デルザウン】
に対しては（魔法の鎧も含め）25％の値引きをして鎧を
売ってくれる。

刀鍛冶「ナグダ」
ナグダという名のがっしりしたハーフオークの女性が、
この露店で武器を売っている。彼女は物理的な荒事をたし
なまない者に対しては非常に短気に振る舞い、あからさま
に物理的な力の持ち主である英雄たちには愛想がいい。
彼女の武器庫は非常に充実しており、そのほとんどは重
刀剣類、軽刀剣類、ハンマー類およびメイス類である。
キャラクター・テーマとの関わり：ナグダはかつて、
【ウ
スガート・バーバリアン】であったが、彼女の部族である
黒狼族は先祖の墓所を詣でた時に “荒廃” クリーチャーども
によって壊滅させられた。唯一生き残った彼女は、近くに
住む灰色狼族に加えてもらおうとしたが、血筋が悪い（オー
クの娘である）という理由で拒まれた。【ウスガート・バー
バリアン】のキャラクターと出会うと、彼女はそのサンダー
ビーストのシンボルに気付く。彼女は自分の現状を恥じて
いるため、そのキャラクターとは関わろうとしない。また、
【パック・アウトキャスト】に会うと、そのキャラクターも
また灰色狼族から追い出されたものだとわかるまで、非常
につっけんどんに振舞う。彼女は【ウスガート・バーバリ
アン】と【パック・アウトキャスト】に対しては、（魔法の武
器を含め）25％の値引きをして武器を売ってくれる。

物資を積んだ荷車
この荷車には樽や箱が満載されており、どうやら車輪に
ひびが入ったせいで立ち往生しているようだ。
御者――クロードと呼ばれる体格のいいヒューマンの男
性――は、その修理を試みている。
難易度 12 の〈地下探検〉判定に成功すれば応急処置をし
てやることができ、英雄たちは感謝され（金銭的な報酬を
要求するなら）10gp を受け取る。彼は “荒廃”クリーチャー
の急襲の遭遇で荷車をバトルマップの外に移動させること
ができるため、荷車のあったマス目は通常の地形となる。
キャラクター・テーマとの関わり：クロードは見た通り
の単なる商人ではない。もし【ブレガン・ドゥエイアゼ・
スパイ】がいたなら、そのキャラクターはクロードがブレ
ガン・ドゥエイアゼンと協力関係にある地上人の一人だと
わかる。クロードの荷車は重要な場所で “故障” する癖があ
り、そこで彼は状況を残らず見て取って、ドラウの組織に
情報を送るというわけだ。クロードがここにいるというの

ジャーヴィーの話
ジャーヴィーは以下の話をする。これらのうち4 つには、本エ
ンカウンターズ・シーズンの核心となる情報が含まれている。

ネヴァレンバー卿は自分がアラゴンダーの血をひいてるん
だって証明するのにいつも躍起になってるよ。ただ、最近は
それもうまくいってないらしいぜ。この街に喜んで嘘を書こう
とする賢者はいないからね！（訳注：ネヴァレンバー卿が家
系図などを偽造しようとしているのではないかという当てこす
りであろう）（ネヴァレンバー卿はセッション4で登場する）
ワニに、大ネズミに、グリーン・スライム。そんなのはどこ
の下水道にだっているもんだ。ネヴァーウィンターじゃもっと
でかくて凄いもんがいるぜ――そう、
クラーケンだ！
（セッショ
ン10）
ミンターンのサビーヌ将軍にゃあ気をつけな。あの女はネ
ヴァレンバー卿の“耳”だよ――それに、怒り狂ったイノシシみ
たいに魅力的だ！（サビーヌ将軍はセッション3および4で
登場する）
“守護卿区”は安全でいいとこだが、ブラックレイク地区とな
ると話が別だ。あそこの支配者はギャングどもだし、
あそこじゃ
ネヴァレンバーに関わりがあるふうは見せない方がいいぜ。
（セッション6～12 はブラックレイクを舞台とする）
ネヴァーデス墓地はアンデッドどもの領分だ――いつだっ
て死体どもがよたつき歩いてやがる。最近、冒険者の一団が
あそこでサーイのレッドウィザードをやっつけたらしいぜ。
（ゲーム・デイのアドベンチャー
『ネヴァーデスの門』
で、英
雄たちは墓地に踏み込んでいる）
公園を散歩しようってならね、ブラックレイクのほとりの空
き地に行ってみなよ。日中は死鼠団の連中がうろついてる。で、
夜になりゃあ、 植物でさえ剣呑な代物になりやがるんだ！
（セッション7で英雄たちは公園に踏み込むことになる）
以下の話は特定のキャラクター・テーマに関連するものであ
る。件のテーマを持つキャラクターが卓にいたなら、以下の話題
を持ち出してもよい：

ハーパーの連中が内ゲバをやらかしたって噂だぜ。奴らの
うちの誰かがその仲間を殺したって聞いた。
（
【ハーパー・エー
ジェント】
）
アシュマダイの話は聞いたことがあるかい？ この都にあ
るアスモデウス信者の狂信集団なんだ。噂じゃあ、奴ら、他人
の胸にしるしをつけてまわってるらしいんだが、どうしてそん
なことをするのか誰も知らないって話だ。
（
【デヴィルズ・ポー
ン】
）

ジャーヴィーの荷車

セッション 1 : 謎 め いた嗣 子

は、つまりここで何かおおごとが起きるということを意味
する。問われても、【ブレガン・ドゥエイアゼ・スパイ】の
キャラクターが自分の正体を明かさない限り、クロードは
何も言わない。
ブレガン・ドゥエイアゼの仲間だということが分かると、
クロードは、“守護卿区” の地下の下水道を荒れ狂う “荒廃”
クリーチャーどもが移動しているのを聞きつけたのだと言
う（【ブレガン・ドゥエイアゼ・スパイ】およびその情報を
聞いた味方すべては、“荒廃” クリーチャーが地下の下水道
に集まりつつあるのを感知するための〈知覚〉判定に＋ 5 の
ボーナスを得る）。

ジャーヴィーはこの荷車で露天商をし、タルトやミート
パイ、そして数種類の果物を妥当な値段で売っている。こ
のハーフリングは、自分にはバードの才能があると信じ込
んでおり、食べ物の売り上げと同じくらいの金額を大げさ
な噂話でも稼いでいる。
金貨を払った客は、軽食と一緒に、ジャーヴィーが自分
のたぐいまれなるバードの才能の現れであると信じるとこ
ろの、辛口のゴシップを聞くことになる。彼のユーモアは、
安っぽい笑いを狙った品のよろしくない代物である（コラ
ム：ジャーヴィーの話を参照）。

"荒廃"の集結
英雄たちが街の人々との交流を終えるか、もしくは 5 分
かそこらが経過したところで、以下の文章を読み上げるこ
と：
突然、周囲をいつまでも消えないいやな雰囲気が包み込む。腹か
ら吐き気がこみ上げ、なんだか目が回るような感じもする。その感覚
が消えても、なんとなく足元が定まらない。世界が何やら間違ってし
まった――そんなふうに見えるのだ。

この不愉快な感覚は、“荒廃 “クリーチャーの急襲の遭遇
に登場する “荒廃” モンスターどもの到着の予兆である。彼
らは広場の地下の下水道に集結しつつあり、襲撃に備えて
いる。
この時点で、英雄たちは能動的な〈知覚〉判定を行ない、
何が起きたのか判断することができる（呪痕を持つキャラ
クターは、“荒廃” クリーチャーが近くにいる影響で、実際
に頭痛を感じる）。
呪痕を持つキャラクターは全員、自動的にこの判定に成
功する。以下の判定に成功したキャラクターは、遭遇の開
始時に不意を討たれない。
〈知覚〉
（難易度 19）：通りの地下の下水道の中、格子蓋
や排水管の近くにクリーチャーどもが結集しつつある。
スペルスカード

キャラクター・テーマとの関わり
本遭遇（および続くセッション 2）
は、
【ネヴァーウィンター・ノー
ブル】に衝撃を与えるだろう―― “ネヴァーウィンターの嗣子” がも
う1 人現れたというのみならず、
その“嗣子”は、
“ネヴァーウィンター
の王冠” ――自分が探し求めている最も重要な品――を身につ
けているのだ。キャラクターは “失われた嗣子”（長いこと行方不
明になっていた親戚かもしれない）
を助けることにするかもしれな
いし、“失われた嗣子” をライバルもしくは敵とみなすかもしれな
いし、それこそ対応に困り果てるかもしれない。
この不確実性を煽りつつ、プレイヤーには、君のキャラクター
に逡巡する時間はそうはないのだと助言すること。
【スペルスカー・ハービンジャー】の感覚は、1 か所にあまりに
も多くの “荒廃” クリーチャーが集結したことによって圧倒されてし
まう。
その結果、戦闘が始まると、そのキャラクターの “荒廃” 感知
能力は、戦闘の間機能しなくなる（なにしろ、すべてのものが呪
痕持ちとして感知されてしまうのだ）
。
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“荒廃”クリーチャーの急襲
遭遇レベル2
セットアップ
“荒廃”クリーチャー化したガード・ドレイク 3体（D）
8体以上（P）※
“荒廃”クリーチャー化した狂人
街の住民			
8体（T）
遭遇の開始時に、以下の文章を読み上げること :
吠えたり泣き叫んだりする声の不協和音が耳を聾する。下水の格
子蓋が押しのけられ、呻き声を上げるクリーチャーが這い出してくる。

彼らは他の “荒廃” クリーチャーの狂人と同じイニシアチ
ブで行動する。
“嗣子”の登場：戦闘中のどこかの時点で、“失われた嗣子”
（近くの建物の後ろに隠れていた）が “荒廃”クリーチャーと
の戦いに加わる。英雄たちが窮地に陥るか、もしくはもっ
ともドラマティックな状況（倒れた英雄を守る、英雄と挟
撃を行なう、あるいは “荒廃” クリーチャーの第 2 波が現れ
た時など）で、“嗣子”を登場させること。彼は謎めいた雰囲
気をまとっていなければならず、また英雄たちが彼を味方
と認識するようでなければならない。
今こそ “嗣子” の登場だ、と判断した時点で、以下の文章
を読み上げること：
し

し

斬り合いの手が一瞬止まり、君たちは自分と血に飢えた獣どもとの
間に、武装した人物が立つのを見る。血煙混じりの風に煽られ、紫色

それはまるで人間の骸骨のようだが、その四肢はありえない角度にね

のマントが翻る。その戦士は全身を覆う板金鎧を着込んでいる。そ

じ曲がっている。そしてがくがくと痙攣する頭部の眼窩では、青い炎

の顔は兜に隠れているが、君の眼には彼の頭の上に輝くミスラルで作

がちらついている。

られ 、サファイアをちりばめた冠が映る。

それと同時に、鱗で覆われたクリーチャーが3体、川に突き出した排

「ネヴァーウィンターのために」彼はしゃがれ声で言い、剣を掲げる。

水管から這い上がってくる。そのクリーチャーはガード・ドレイクに

氷のように冷たい炎が冠からその刃へと雪崩れ落ち、彼は “荒廃” ク

似ている―― が、 その 身 体 にはどうにも異 様 な 組 織 が つ いている。

リーチャーのモンスターどもへと突撃する。

街の人々は四方八方に逃げ散り、クリーチャーどもは君たちのほう
に向きなおる。

英雄たちは “荒廃の集結”のパート（上記参照）のときに占
めていた場所でこの遭遇を開始する。もし特に何もなけれ
ば、彼らの開始場所は Start Area となる。“荒廃の集結” で
言及した〈知覚〉判定に彼らが成功していない限り、“荒廃”
クリーチャーどもは彼らの不意を討つ。

本遭遇に関する重要な注記
“荒廃” クリーチャーがいかに恐ろしいものか示す。モンスター

“ 荒廃” クリーチャー化したガード・ドレイク ×3 (D)
小型・自然・野獣 (爬虫類)
hp：48；重傷値：24
AC 15；頑健15 、反応13 、意志12
移動速度：6
標準アクション
m噛みつき ([火]) ◆ [無限回]

レベル2 暴れ役
イニシアチブ：＋3
〈知覚〉＋7

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット ：1d10＋3の火ダメージ。ドレイクから2マス以内に味方がいる場合

は1d10＋9ダメージ
【筋】16 (＋4)
【敏】15 (＋3)
【判】12 (＋2)
【知】3 (－3)
【魅】12 (＋2)
【耐】18 (＋5)
属性：無属性
言語：－

どもは常に苦痛に呻き、不自然な格好で不気味な動きをしてい
ることを説明すること。
この事件は “嗣子” の計画の一環であり、このお膳立てされた
戦闘は、“嗣子”の、いわばお披露目なのである。英雄たちが “嗣
子” を攻撃しようとするなら、彼は「余は貴公らの敵ではない」と
だけ言い、モンスターどもへの攻撃に集中する。

その後の展開
巻き添えの被害：広場にいる街の人々（T）は各ラウンド
の最後に行動し、全員が逃げようとする。彼らは全員 2 倍
移動（計 12 マス）して逃げる。モンスターが街の住民を攻
撃したなら、それは自動的にヒットする。キャラクターの
誰かがこの遭遇の間もしくは直後に、1 回の標準アクショ
ンとして難易度 12 の〈治療〉判定に成功しない限り、その
人物は死ぬ。
モンスターたちに商人たちを攻撃させないこと。彼らは本
シーズンの最終セッションで果たすべき役割があるのだ。
第 2 波：第 3 ラウンドの開始時に、さらに 8 体の “荒廃”
クリーチャー化した狂人が下水道から這い出して来る。彼
らはマンホールに隣接するマス目のうち何ものにも占めら
れていないマス目に現れ、最初のターンでは 1 回の標準ア
クションしか取ることができない。
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“ 荒廃” クリーチャー化した狂人 ×8 (P)
中型・自然・自律体 (アンデッド)
hp：1 (ミスした攻撃からはダメージを受けない)
AC 16；頑健13 、反応14 、意志13
移動速度：6
標準アクション
m爪([火]) ◆ [無限回]

レベル1 雑魚 遊撃役
イニシアチブ：＋5
〈知覚〉＋2
暗視

効果 ：狂人は、攻撃を行なう前に1マスシフトできる
攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋6 対 AC
ヒット：4点の火ダメージ。

【筋】15 (＋2)
【耐】13 (＋1)
属性：無属性

【敏】17 (＋3)
【判】14 (＋2)
【知】3 (－4)
【魅】3 (－4)
言語：－

戦術
“荒廃” クリーチャー化したガード・ドレイク：これらの
クリーチャーは、英雄であるかただの通りすがりであるか
を問わず、最も近くにいるクリーチャーを攻撃する。
“荒廃” クリーチャー化した狂人：この狂人たちは完全に
発狂しているが、それでも自分にとって脅威となる存在の
認識はできる。彼らは英雄たちの周囲に集まり、可能なら
挟撃する。
“失われた嗣子”：“失われた嗣子” は攻撃を行なわず、ま
た敵が彼を攻撃する場合もそれはヒットしない。敵が彼に
隣接するマス目でターンを終えた時は常に、その敵は彼の

このエリアの情報
照明：“照明：“明るい”光。樽と木箱：これらのマス目は “移
動困難な地形”である。
建物：この住居に入るための扉は鍵がかかっている。鍵を
外すには 1 回の標準アクションおよび難易度 12 の〈盗賊〉
判定に成功する必要がある。
噴水：この噴水は昔日の英雄たちをかたどったものである。
ここは “移動困難な地形”である。
格子蓋：格子蓋は遭遇の開始時に取り除かれている。この
5フィート下は下水道になっている。
川：水面は岸の 5 フィート下で、水は穏やかである。落ち
たキャラクターは難易度 8 の〈運動〉判定に成功すれば道
によじ登れる。
下水管：この下水管は岸のすぐ下から突き出しており、川
に汚水を注いでいる。パイプのあるマス目の 1 つに入り
込んだクリーチャーは、難易度 12 の〈軽業〉判定に成功
しなければ、伏せ状態となる。
灌木：このマス目は “移動困難な地形” であり、部分的な視
認困難を提供する。
荷車／商人の露店：これらは遮断地形である。英雄たちが
戦闘前にクロードを手伝っていたなら、荷車はプレイから
除外される。

T

T

P

P

P

P

結末

セッション 1 : “ 荒 廃 ”クリー チャー の 急 襲

ネヴァーウィンター・マントル により 5 の［火］かつ［冷気］
ダメージを被る。彼はキャラクターたちと協力し、敵を挟
撃する。必要な場合、“失われた嗣子” のデータは P.14 にあ
るので参照すること。

モンスターどもが倒されると、英雄たちは小休憩を取る
ことができる。どこかすぐ近くで今と似た、しかしより小
規模な戦闘の物音が聞こえるが、ともあれ戦闘を再開する
前に息を整えねばならない。“失われた嗣子” に話しかける
チャンスでもあるが、彼は話しかけられてもそれを無視し、
広場を駆け回って負傷者の手当てをしようとする。
戦場の周囲に、群衆が集まってくる。“失われた嗣子” の
活躍を見て、誰かがどこかで叫ぶ。「あの方だ、“失われた
嗣子” だ！ 王のお帰りだ！」“嗣子” はそれには答えないが、
群衆は次第に声を合わせ始める。ついに、“失われた嗣子”
はその冠を戴いた頭を挙げ、再び剣を抜く。以下の文章を
読み上げること。
人々が「王だ！ 王様だ！」
と声を合わせるうちに、その戦士は立ち
あがり、その頭上でミスラルの冠が輝く。
「親玉がやってくる」彼は砂利の中で鉄がきしむような声で言う。
「備
えろ」
彼は血まみれの剣を空へと掲げる。そこには大いなる翼を広げた
姿が、一声吠えながら君たちの方へと舞い降りてくるのだ。雷鳴とと
もにそれが舞い降りると、その姿が明らかになる――君たちの前にい
るのは、青い火花を散らすホワイト・ドラゴンだ！

報酬
セッションの終了時に各キャラクターは、広場の人々と
会話し、モンスターどもと戦ったことに対して 150XP を
獲得する。

Start Area

D

T

P

P

P

P

T
D
D

T

T
T

T
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セッション2：氷と炎の竜

本セッションは、市場を攻撃しようと舞い降りてきたド
ラゴンとの戦闘から始まる。“失われた嗣子” は勇敢に戦う
が、彼一人で戦いぬけるものでもない。英雄たちはこの脅
威がさらなる被害をまきちらす前に、彼と協力してドラゴ
ンを倒さねばならない。
セッションの開始時に、以下の文章を読み上げること：
し

し

ひとことの前触れもなく、その翼ある大蛇は君たちの前に舞い降り
る。その真珠のような鱗は、血と青い炎とでぎらついている。ドラゴ
ンが着地した時の衝撃で、君たちは思わず後ずさる。ドラゴンの目に
は青い炎と残忍な飢えが宿っている。そいつは君たちを順々に見ま
わすと、冠を戴いた戦士を睨みつける。
その戦士はドラゴンの前にびくともせずに仁王立ちし、剣を掲げる。
「我が都より失せろ」そう、彼は言う。

PC たちに、戦闘の開始前に何か行動する機会を与える
こと。ドラゴンは “失われた嗣子” によって操られており、
そのため、この仕組まれた戦闘に飛び込んできたのだ。
英雄たちはそれぞれ 1 回の標準アクションを取ることが
できる。攻撃してもよいし、防御専念してもよいし、移動
しても、また技能判定をしてもよい（後述の観察の項を参
照）
。1 ラウンドが経過したら、何にせよ、遭遇の開始と
なる。誰かがドラゴンに攻撃を仕掛けるか、あるいは “失
われた嗣子” もしくは “失われた王冠” に触れたなら、以後、
他の英雄たちが取ろうとしていたすべての行動を無視して、
遭遇は開始される。
上記のいずれかが発生するか、1 ラウンドが経過（すべ
ての英雄が 1 回ずつ標準アクションを取る）したら、ドラ
ゴンの攻撃の遭遇に進むこと。

観察
英雄たちが技能判定（戦闘の開始前でも最中でもよい）を
行なったなら、以下を参照すること：
冠のことについて調べるため、〈魔法学〉を使用する（難易
度 19）：この王冠は、冷気と火を呼び起こす性質を持つ
魔法の力を放っている。
ドラゴンに対して〈魔法学〉を使用する（難易度 19）：この
ドラゴンが “荒廃” クリーチャーであることは素人でもわか
るが、 君はその “痕” についてさらなる情報を感じ取る。
すなわち、このホワイト・ドラゴンは生まれ持った冷気と
同じぐらい炎の性質も帯びているのだ【スペルスカー・
ハービンジャー】はこの判定に＋ 5 のボーナスを得る）。
“失われた嗣子” に対して〈魔法学〉を使用する（難易度
12）：冠を戴いた戦士はドラゴンを支配するために何ら
かの魔法を使おうとしているようだ。とはいえこのクリー
チャーはあまりにも強大であり、この戦士ひとりの手には
負えないだろう。
ドラゴンに対して〈看破〉を使用する（難易度 19）：ドラゴ
ンの破壊衝動はもっぱら君と君の仲間たちに対して向けら
れており、“失われた嗣子” にではない。おそらくこのドラ
ゴンは怒っているのと同じぐらいこの王冠を恐れてもいる
のだろう。
“失われた嗣子”に対して〈看破〉を使用する（難易度 19）：
戦士の振舞いから、彼がネヴァーウィンターを襲った新た
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な脅威を打ち倒したいと願っていることがわかる。彼の
身のこなしから、彼が相当の訓練を積んだ腕利きの戦士
であり、同時に少なからぬ魔法の才能も持つことがわかる。
ドラゴンに対して〈知覚〉を使用する（難易度 12）：このド
ラゴンは催眠術にでもかかっているようだが、ほどなくそ
の影響を克服してしまうだろうと思われる。
“失われた嗣子”(L)

レベル4 精鋭 兵士役(指揮役)

中型・自然・人型、ハーフエルフ(スペルスカー)
イニシアチブ：＋8
hp：72；重傷値：36
〈知覚〉＋2
AC 20；頑健14 、反応18 、意志16
移動速度：6
夜目
特徴
ネヴァーウィンターのマント([冷気][火]) ◆ オーラ1
このオーラ内でターンを終了したすべての敵は、5点の火および冷気ダメ
ージを受ける。
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)：＋9 対 AC
ヒット ：1d8＋4ダメージ

Mフロスト＆フレイム ([冷気][火][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＋4ダメージ
効果： “失われた嗣子”から2マス以内にいる敵は8点の冷気かつ火ダメー

ジを受ける。
マイナー・アクション
服従の強要 ◆ [無限回]

効果 ：“失われた嗣子”に隣接する1体の敵は、嗣子の次のターン終了時ま

でマークされる。
トリガー型のアクション
王冠の吸収 ◆ 再チャージ : 初めて重傷となる

トリガー ：攻撃で、”失われた嗣子”が冷気または火ダメージを受ける
効果 (即応・割込)：その“トリガーとなった攻撃”は、その攻撃でダメージを

負うすべてのクリーチャーに、半減ダメージしか与えない。
“呪文荒廃”による生命力 ◆ [遭遇毎]

トリガー ：“失われた嗣子”のhpが0になる。
効果 (アクション不要)：”失われた嗣子”は自分の重傷値と同じ値までhpを

回復し、転倒状態から立ち上がる。”失われた嗣子”の被っていたすべての
効果は終了する。
“呪文荒廃”による呪縛 ◆ [遭遇毎]

トリガー ：”荒廃”クリーチャー化したホワイト・ドラゴンのhpが0になる。
効果 (アクション不要)：ドラゴンは石化状態になる。

【筋】16 (＋3)
【敏】18 (＋6)
【判】10 (＋0)
【耐】14 (＋2)
【知】19 (＋6)
【魅】16 (＋3)
属性：無属性
言語：共通語、エルフ語
装備：ロングソード、プレート・アーマー、ネヴァーウィンターの王冠

遭遇レベル3
セットアップ
“荒廃”クリーチャー化したホワイト・ドラゴン（D）
“失われた嗣子”（L）
し

し

“荒廃” クリーチャー化したホワイト・ドラゴンが無力な
“守護卿区” に殺戮の嵐を巻き起こさないうちに、英雄たち
は攻撃の中心地となった広場に立ちふさがらねばならない。
幸運なことに、謎めいた “失われた嗣子” が、この獣と戦う
彼らの味方になってくれる。
戦闘が始まったら、以下の文章を読み上げること。
突然“失われた嗣子”は息を飲んで後ろによろめき、彼とドラゴンの
間の何らかのつながりが途切れる。
「しくじった」彼は言う。「戦わねばならん」
解き放たれた獣は、怒りの咆哮をあげる。「炎の贄となれ」
ドラゴン
は叫ぶ「青き炎は空腹だ！」
ドラゴンは爪をかざして突進してくる。

英雄たちは前回の遭遇で立っていた場所か、あるいは
Start Area から遭遇を開始する。
イニシアチブをロールし、戦闘を開始すること。
戦闘が、P.16 の “その後の展開”のセクションで説明され
ているフェイズのどれに当たるか、注意深く記録しておく
こと。以下の状況において、特別なイベントが発生する。
◆ ドラゴンが重傷になる。
◆ “嗣子”が重傷になる。
◆ ドラゴンのヒット・ポイントが 0 になる。

このエリアの情報
照明：“明るい”光。
樽と木箱：これらのマス目は “移動困難な地形”である。
建物：この住居に入るための扉は鍵がかかっている。鍵を
外すには 1 回の標準アクションおよび難易度 12 の〈盗賊〉
判定に成功する必要がある。
噴水：この噴水は昔日の英雄たちをかたどったものである。
ここは “移動困難な地形”である。
格子蓋：格子蓋は遭遇の開始時に取り除かれている。この
5フィート下は下水道になっている。
川：水面は岸の 5 フィート下で、水は穏やかである。落ち
たキャラクターは難易度 8 の〈運動〉判定に成功すれば道
によじ登ることができる。
下水管：この下水管は岸のすぐ下から突き出しており、川
に汚水を注いでいる。パイプのあるマス目の 1 つに入り
込んだクリーチャーは、難易度 12 の〈軽業〉判定に成功
しなければ、伏せ状態となる。
灌木：このマス目は “移動困難な地形” であり、部分的な視
認困難を提供する。
荷車／商人の露店：これらは遮断地形である。英雄たちが
戦闘前にクロードを手伝っていたなら、荷車はプレイから
除外される。

大型・自然・魔法生物

レベル3 単独 暴れ役

(ドラゴン)

hp：200；重傷値：100
イニシアチブ：＋1
〈知覚〉＋8
AC 17；頑健17 、反応13 、意志15
移動速度：6 (氷渡り)、飛行 6 ; 抵抗：[冷気] 10
暗視
セーヴィングスロー：＋5 ; アクション・ポイント: 2
特徴
アクション・リカヴァリィ／アクション回復
ドラゴンがターンを終了した時はいつでも、すべての幻惑、朦朧、支配効果
は終了する。
インスティンクティヴ・ランペイジ／本能的大暴れ
ドラゴンのイニシアチブ判定値に10を加えたタイミングに、フリーアクショ
ンとしてドラゴンは自身の移動速度分の移動を行う。ドラゴンは敵の接敵
面を通り抜け、移動中はすべてのダメージに対して5点の抵抗を得る。
ドラゴンが移動中にその敵の接敵面へ初めて侵入するたびに、ドラゴンは
その敵に”爪”攻撃をすることができる。
もし、攻撃がヒットした場合は、その敵は転倒する。
もし、ドラゴンが"支配”や"朦朧”の効果によって”フリー・アクションを移動
に使えない”場合は、移動する代わりにそれらの効果を終了する。
サヴェジ・ブラッド／血の暴虐
重傷のあいだ、ドラゴンのクリティカル値は、17～20となる。
標準アクション
mバイト／噛みつき ([冷気]) ◆ [無限回]

セッション 2 : ドラゴン の 攻 撃

ドラゴンの攻撃

“荒廃”クリーチャー化したホワイト・ドラゴン (D)

攻撃 ：近接・２ (クリーチャー１体)：＋8 対 AC
ヒット ：2d10＋4 の冷気ダメージ
ミス ：5点 の冷気ダメージ

Mクロー／爪 ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋8 対 AC
ヒット ：2d8＋2ダメージ

Mドラゴンズ・フューリィ／ドラゴンの憤怒 ◆ [無限回]

効果 ：ドラゴンは”爪”を２回使用する
cブレス・ウェポン／ブレス攻撃 ([冷気]) ◆ 再チャージ 56

攻撃 ：近接・噴射５ (噴射内のクリーチャー)：＋6 対 反応
ヒット ：2d8＋6 の冷気ダメージ、および目標は減速する(セーヴ終了)
ミス ：半減ダメージ

トリガー型のアクション
Mテイル・スラップ／尾の打撃 ◆ [無限回]

トリガー ：このドラゴンを挟撃している敵がドラゴンに攻撃をヒットさせる
攻撃 (フリー・アクション)：近接・２ (トリガー対象の敵)：＋6 対 頑健
ヒット ：5点ダメージ、および目標を５マス押しやる。

aブルー・ファイア・バースト／青火炸裂([冷気][火]) ◆ [遭遇毎]

トリガー ：”荒廃”クリーチャー化したホワイト・ドラゴンが重傷になる
攻撃 (アクション不要)：近接・爆発５ (爆発内のクリーチャー)：＋7 対 反応
ヒット ：1d6＋3の冷気かつ火ダメージ、および目標を２マス押しやる。
ミス ：半減ダメージ

技能：〈運動〉＋10
【筋】18(＋5)
【敏】11(＋1)
【判】15 (＋3)
【耐】18(＋5)
【知】8(＋0)
【魅】8(＋0)
属性：悪
言語：共通語、竜語
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本遭遇に関する重要な注記
1レベル・キャラクターに対する3レベル遭遇ということで、こ
の遭遇は故意に困難な戦闘として作られている。英雄たちの助
し

し

力となる “失われた嗣子”の存在により、戦闘のハードさはやや軽
減されている。戦闘では、冒険者たちに焦点を当て続けること。
“嗣子” はこの戦闘で英雄たちが全滅するままにしておくつもり
はないが、彼らの1 人や 2 人が倒れたところで、それは自分が英
雄的な救い手として存在をアピールできる絶好の機会としか思
わないのも事実である。

ない（【スペルスカー・ハービンジャー】は、この判定に＋
5 のボーナスを得る）。
今シーズンの目的からすると、“嗣子” がこの遭遇を生き
延び、また冠を保持し続けていることは必要不可欠である。

その後の展開
ドラゴンが重傷になる:凄まじい苦痛と蓄積したダメージが、
ドラゴンの体内に組み込まれていた呪文荒廃を解放する。以
下の文章を読み上げること：
攻撃が命中すると、獣は怒り狂って唸り声をあげるが、その声は突
然炎の轟々と唸る音にかき消される。その身体からは青い炎が噴き
出し、近くにいるものすべてに襲いかかる。

戦術
“荒廃” クリーチャー化したホワイト・ドラゴン：ドラゴ
ンは英雄たちを攻撃し、できるだけ多くの敵にできるだけ
多くのダメージを与えようとする。重傷になるまで、ドラ
ゴンは “嗣子”の支配下にある。
“嗣子” の支配下にあることから、ドラゴンは、ブレス・
ウェポン（“嗣子” はこのダメージを自身の王冠の吸収 の能力
によって軽減するつもりなのである）の既定の噴射範囲内
に巻き込む以外は、意図的に “嗣子” を攻撃することはない。
ドラゴンは最初に機会が訪れると、“嗣子” および少なくと
も 1 体の英雄を巻き込んでブレス を使用するが、その後は
近接攻撃に専念し、“嗣子” を巻き込む可能性がない場合し
かブレス は使用しない。ドラゴンは特に “わざと負けるよ
うに”という訓練を受けているわけではないが、“嗣子”は十
分に頭がいいので、ドラゴンの注意を英雄たちに向けさせ
続けておけるのである。しかし、ドラゴンがいったん重傷
になると、“嗣子” はドラゴンへの支配力を失う。獣は狂乱
に突入し、“失われた嗣子” であろうがお構いなしに、もっ
とも手近の敵を攻撃する。
“失われた嗣子”：この戦闘における “嗣子” の最優先事項
は、群衆に対して自分を格好良く見せつけることである。
彼はそのことについては首尾一貫しているように見えるが、
英雄の誰かをかばうか、ドラゴンを攻撃するかという瀬戸
際に立つと、ドラゴンの方を選ぶ。
例外は、最初にドラゴンがブレス・ウェポン を彼と、そ
して英雄たちの少なくとも 1 体に対して使用した時（上記
参照）である。この時、彼は英雄たち全員をかばい、噴射
の一部をクラウンズ・アブソープション のパワーで吸収す
るのである。
“失われた嗣子” が重傷になると、彼はより防御的に戦闘
を進めるようになり、戦闘時間の約半分は防御専念してい
るようになる。彼は臆病者ではないが、自分が死ねば計画
は無に帰すと知ってもいる。この時点から、彼は出来る限
り英雄たちの手助けをする ―― というのも、英雄たちが
突然、ドラゴンを殺すための唯一の希望に昇格したからだ
（彼にとって望ましいかたちでドラゴンを倒してくれそう
なのは PC たちだけだ）。
“失われた嗣子” が倒れると、彼のスペルプレイグ・ヴァ
イタリティ のパワーが彼を再び立ちあがらせる。その時、
かすかな青い炎の波が彼を包む。この炎は誰からもはっき
り見えるが、それが “呪文荒廃” に関係するものであると知
るには、難易度 19 の〈魔法学〉判定に成功しなければなら
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ドラゴンのブルー・ファイアー・バースト を処理したら、
以下の文章を読み上げること：
君たちがドラゴンの炎の爆発からなんとか立ち直ろうとしている間
にも、そのクリーチャーは明らかな苦痛に身をよじり、呻きをあげる。
青い炎の筋が鱗の間から吹き出し、それはもう、戦えば戦うほどいっ
そう“荒廃”に汚染されていくように見えるのだ。

“失われた嗣子” が重傷になる : 戦いの間にはこういうこ
とも起きるだろうと完全に承知していた “失われた嗣子” は、
これさえも演出の手段として計画している。以下の文章を
読み上げること：
鎧の戦士は片膝をつき、
ドラゴンの攻撃の中で大きく息をつく。
「い
や」彼は言う。「ネヴァーウィンターも耐えている、余も耐えぬこうぞ！」
その言葉と同時に、彼の頭上の冠は突然燃え上がるように輝き、そ
うして彼は新たな活力を得て再び立ち上がるのだ。

ドラゴンが今にも倒れそうになる :“失われた嗣子”は戦闘
の集結の脚本を注意深く書いてあり、そしてそれに備えて
もいる。彼はドラゴンが現在どのような状態でいるかを感
知することができ、今にも倒れそうになるやいなや、彼は
冒険者たちを励まし、自分が “呪文を発動”して、このクリー
チャーが復活できないようにする間に奴を倒してくれと言
う。実のところ、その呪文は彼のスペルプレイグ・バイン
ディング のパワーなのだ。
難易度 22 の〈魔法学〉判定に成功すると、“嗣子” がドラ
ゴンの “荒廃” クリーチャーとしての性質に何らかの手を加
えていることがわかる。しかし、判定に成功しても、その
呪文が冒険者たちのよく知っているものであるようには思
えない（実のところ、これは呪文ではなく、むしろ “嗣子”
が彼の呪痕を使っているとでもいうべきものなのだ）。
ドラゴンが倒れたら、以下の文章を読み上げること：
獣は大地にうずくまり、苦痛に呻く。その瞬間、冠を戴く戦士は鋭い一
声とともにドラゴンを指差し、
魔法を完成させる。
君たちの目の前で、その獣を包んでいた青い炎は消え失せ、クリー
チャーの動きは緩慢になってゆく。鱗の色は白から灰色へと変わり始
める。ドラゴンは苦痛の叫びをあげ、なんとか逃れようともがくが、何
の甲斐もない。
呼吸を2回ばかりする間に、ドラゴンは広場の真ん中で動かなくなる
――石像になったのだ。

ドラゴンは石に変えられ、戦いは終了する。

セッション 2 : ドラゴン の 攻 撃

D
L

Start Area

し

し

“嗣子”とドラゴンのロールプレイ
“失われた嗣子” はぶっきらぼうで無口で、ビジネスライクな―
―つまり、時間を無駄にせず冒険者たちにも無愛想な腕利きの
戦士である。彼はいかなる質問にも答えず、戦いの最中なのだ
からそんな時間はないと言うばかりである。彼は一意専心の人物
である（“失われた嗣子”に関するさらなる情報については、P.5を
参照のこと）
。
凄まじい苦痛の中にありながら、
ドラゴンはしゃべることができ、
また、そうすることでより盛り上がると君が考えたなら、英雄たち
を嘲ることさえする。

結末
ドラゴンが石に変わると、戦闘は終了である。英雄たち
は “失われた嗣子” に質問を試みてもよいが、彼は質問には
全く答えず、ただ、ネヴァーウィンターのための戦いは始
まったばかりだと言うのみである。
助力への感謝の印として、彼は最も近くにいる友好的な
冒険者に、アメジスト（英雄 1 人につき 1 個ずつある）の入っ
た袋をくれる。その宝石は、金貨ほどの大きさの銀製のバッ
ジにはめ込まれているのだ。この宝石は、それを身につけ
ているものが自分の仲間であることを明らかにするもので

あると彼は言う。
英雄たちが “失われた嗣子” に何か質問できる前に、群衆
が広場に押し寄せてくる。一言もなく、“嗣子” は素早く広
場を抜けだし、ブラックレイク地区へと続く翼を持ったワ
イヴァーン橋のほうへと歩いてゆく。群衆はみなこんなこ
とを叫んでいる：「王だ！ 王が戻られたぞ！ 」

報酬
セッションの終了時に、各キャラクターはドラゴンと戦
い、ネヴァーウィンターを守り、“失われた嗣子” と出会っ
たことに対して 200XP を獲得する。
宝物：“失われた嗣子” が英雄たちにくれたアメジストの
バッジは、1 個 50gp の価値がある。次のセッションの前
にそれを売却してもよいが、彼らがそれを保持しているか
どうかに極めて象徴的な価値があることには留意すること。

大休憩
これで第 1 章は終了である。
キャラクターたちは大休憩を取り、10 日後を舞台に
シーズンは続いてゆく。
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第二章

セッション3：のぼせあがった客たち

本章は、10 日後、英雄たちがネヴァーウィンター港の “座
礁リヴァイアサン”亭にいるところから始まる。
現在、ニュー・ネヴァーウィンター側は不利な立場にい
る。1 日ごとに “失われた嗣子” の人気は高まってゆき、一
方でネヴァレンバー卿を支持する者は減っている。
英雄たちは、以下の情報を知っている：
し

し

この10日というもの、“失われた嗣子” の噂は都じゅうを駆け巡り、
凄まじい勢いで盛り上がっている。
守られているはずの “守護卿区” 内で、さらに多くの “荒廃” クリー
チャーの襲撃事件が起こっている ―― そしてそのたびに “失われた
嗣子”がやってきて、“荒廃”クリーチャーと戦う。それが“失われた嗣子”
の目指すところであるかどうかはともかくとして、“嗣子”は都の中で支
持を集めつつある。ネヴァレンバー卿と、彼の“独裁的な野望”に抵抗
する革命家集団であるところの “アラゴンダーの息子たち” は、“嗣子”
の背後で彼を支えているようだ。
商売人たちは、ネヴァレンバー卿と“失われた嗣子” のどちらにつく
かの選択を迫られている――そして、守護卿への忠誠を維持すること
にした者たちは、破壊活動や嫌がらせの標的となっており、取り引きを
打ち切られた者もいる。

キャラクターたちが先週どのように過ごしていたか、ま
た、“失われた嗣子” から貰ったアメジストのバッジを売り
はらったか、それとも持ち続けていることにしたかどうか
について、プレイヤーたちに相談させること。PC の行動
について考えるにあたり、それぞれのキャラクター・テー
マを考慮するようにさせること。例えば、【ネヴァーウィ
ンター・ノーブル】は自分の家系に関する確固たる手掛か
りを探しにかかっているだろうし、
【デッド・ラット・ディ
ザーター】はかつての仲間を避けるのに腐心していること
だろう。
その後、セッション 3、のぼせあがった客たちに進むこと。

“失われた嗣子”のしるし
冒険者たちが、セッション 2で “失われた嗣子” から貰ったアメ
ジストのバッジをまだ身につけているかどうか決定すること。英
雄たちはその件について、個々に異なった行動を取っていること
だろう。それを堂々と身につける、それを隠し持つ、あるいは売
り払うなど。この石は “失われた嗣子” への忠誠を示すものである
ことから、この石を見せることは、英雄たちと関わる特定の個人
に対して、種々の影響を及ぼし得る。このバッジを堂々と身につ
けている冒険者は、冒険の間、以下の個人に対する〈交渉〉
判定
に、所定のボーナスあるいはペナルティを得る。:
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ハラグ及びサビーヌ将軍

－ 2 のペナルティ

ネヴァレンバー卿

－ 5のペナルティ

革命家たち

＋ 2 のボーナス

アーロン・ブレードシェイパー

＋ 5のボーナス

チャール

＋ 5のボーナス

セルドラ／ “失われた嗣子”

＋ 5のボーナス

英雄たが “座礁リヴァイアサン” 亭にいるとき、彼らをネ
ヴァーウィンターの守護卿との謁見の場に連れていくべく、
サビーヌ将軍率いるニュー・ネヴァーウィンターの兵士た
ちがやってくる。すると、“嗣子” かネヴァレンバー卿かの
どちらかに肩入れしてすっかり頭に血が上った客の一団が、
彼ら（と、英雄たち）にとびかかり、その場はしっちゃかめっ
ちゃかになる。

静かな一杯
最初の話し合いが済んだら以下の文章を読み上げること：
君たちは “座礁リヴァイアサン” 亭と称する酒場に腰を据えている。
この酒場の名は、それが“リヴァイアサン”号と呼ばれていた一艘の巨
大なガレー船を中心に、船内とその周囲に建てられたものであること
に由来する。数年前に座礁したその船は、竜骨が修理不可能なまで
に破損してしまった。その後、その船の周囲に船着き場が作られた。
今日では、“リヴァイアサン”は、真っ正直な商人たちから、油断のなら
ない海賊どもにいたるまでの船乗りたちに料理を提供する、この港の
要のような酒場となっている。

“リヴァイアサン” 亭を経営しているのはハラグという名
のヒューマンで、かつては海賊 ―― もっと言えば “リヴァ
イアサン” 号の船長だった男である。この酒場は、ネヴァ
レンバーの腹心の一人であるレンジェスという名のジェナ
シが住んでいる場所でもある。
陸に上がった船を基礎として建てられた “座礁リヴァイ
アサン” 亭では、常に建て替えや手入れが続き、その様子
は開けっぱなしのテラスから客たちにもまる見えである。
キャラクターたちに数分時間を与え、以下のガイドライ
ンを使用して、互いに言葉を交わしたり、情報を集めたり
させること。関連する情報をすっかり集め終わるなり、行
動の準備が完了するなりした頃を見計らって、将軍の到着
のセクションに進むこと。

ハラグ、“座礁リヴァイアサン”亭の亭主
“座礁リヴァイアサン” 亭では、50 がらみで毛むくじゃら
の船乗りの大男、亭主のハラグのがらがら声と景気のいい
笑い声が響きわたっている。彼は非常な巨体の持ち主で、
そして足が一本ない――何年もまえにサフアグンどもとの
小競り合いでやられたのだと、もっぱらの噂だ（つまり彼
は正真正銘の義足をつけているのだ）。
ネヴァーウィンターへの忠誠を誓うのと引き換えに、ネ
ヴァレンバー卿はハラグの過去をきれいさっぱりなかった
ことにした。というわけで彼は今や、ネヴァレンバー卿に
終生の忠誠を誓っているのである。
ハラグはかつての船長の船室（現在の台所である）の入口
に立って店員の若造や小娘たちに注文を怒鳴りつつ、客た
ちと物語やゴシップをやりとりしている。彼はここ最近、
いつもよりもだいぶ苛立ちがちになっている――まるで何
か気にかかることがあるかのように。
街の緊張がどんどん高まっていることについて、彼はな
んのためらいもなく懸念を口にする。英雄たちは技能判定
をして、彼からさらなる情報を引き出すことができる。
〈交渉〉
（難易度 12）：ハラグはネヴァーウィンターに来る前、

レンジェス、通商管理官
水魂ジェナシのレンジェスは、ネヴァレンバー卿の財務管
理者であり主計官である。彼女は上階の部屋を確保しており、
そこで税金や都の台帳に関する膨大な書類仕事をこなしてい
る。彼女は現在仕事を一休みし、居酒屋の南側の窓のそばの
お気に入りの肘掛け椅子で静かに杯を傾けている。
レンジェスは人目に付くのを嫌い、あまり話しやすいほ
うでもない。キャラクターたちは交渉判定（下記参照）次第
で彼女から情報を引き出すことができる。アメジストの
バッジを付けていても、この判定の難易度には何の影響も
ない。レンジェスは “失われた嗣子” が力を手にしつつある
と知ってもまるで気にしない――ネヴァレンバー卿は資産
も軍勢もうなるほど持っているが “嗣子” は持っていないと
いう事実がある以上、“嗣子” の勢いは 1 年も続きはしない
だろうと彼女は信じているのだ。
〈魔法学〉
（難易度 16、モンスター知識）：元素の人型生物
であるレンジェスは水の魔法の遣い手である――これに
関しては彼女の能力は、標準的なジェナシのそれを大き
く上回っている。彼女は一見冷静で落ち着き払っている
が、彼女の中では始原の混沌の稲妻が荒れ狂っている。
〈交渉〉
（難易度 12）：レンジェスは台帳仕事でネヴァレン
バー卿の手助けをしている。そして台帳仕事以外の守護
卿の動向には一切無関心である。
〈交渉〉
（難易度 19）：このジェナシは街で反ネヴァレンバー
の機運が高まっているのを恐れておらず、“座礁リヴァイ
アサン”亭にいれば安全だと思っている。
〈看破〉
（難易度 12）：英雄たちはレンジェスが非常に強い
相手であると感づき、彼女を敵にすべきではないと考え
る。ありがたいことに、彼女は今のところ自分の食事にし
か関心がないようだ。
〈事情通〉
（難易度 12）：レンジェスはネヴァレンバー卿の通
商管理官であり、都の公益に関して、卿は彼女に一任し
ている。
〈事情通〉
（難易度 19）：レンジェスは他の勢力からも金銭を
得ているという噂がある。彼女はネヴァレンバー卿（と、
都のそれ以外）に対して信頼の置ける様子を見せつつも、
自分の真の忠誠心については固く口を閉ざしている。

乱暴な客たち
ブライトブレーズ（“輝剣団” ほどの意）と名乗る喧しく高
慢な若者たちの一団が、居酒屋のテーブルのいくつかに陣
取って大酒を飲み、喧しくふざけ騒ぎ立てている――自分
たちの立場を過信しているのだ。張った虚勢を自分で信じ

キャラクター・テーマとの関わり
【ハーパー・エージェント】
【デッド・ラット・ディザーター】
、
、
【レネゲイド・レッド・ウィザード】
および【ブレガン・ドゥエイ
アゼ・スパイ】は、この都市にいる情報源からレンジェスについて
聞いたことがある。これらのテーマを持つキャラクターは誰でも、
彼女に関する技能判定に＋ 2のボーナスを得る。

セッション 3：の ぼ せあがった客たち

つまり彼が海賊だった頃（あるいは少なくとも船乗りだっ
た頃――彼が誤魔化そうとするなら、そういうことになる）
についての話を語りだす。彼はネヴァレンバー卿を非常
に尊敬している。
〈看破〉
（難易度 12）：ハラグの不安は彼の気概を台無しに
している。彼は周囲をちらちらと見回し続け、それはつま
り彼がネヴァレンバーに忠誠を尽くすものと嗣子に味方す
るものの間の衝突を恐れていることにほかならない。
〈交渉〉または〈看破〉
（難易度 19）：ハラグは自分の不安の
原因について口を滑らせてしまう。彼はネヴァレンバー側
の人間だが、それが表沙汰になれば街の “革命家”連中と
厄介なことになるのではないかと恐れているのだ。
〈事情通〉
（難易度 19）：ハラグは断固としてネヴァレンバー
側の人間で有り続けており、彼の居酒屋はかの守護卿に
忠誠を尽くす者たちにとっては安全な場所である。

込み、またニュー・ネヴァーウィンターをすっかり見下し
きっているところから、彼らが突然現れた “失われた嗣子”
側の人間であると冒険者たちはわかる。
彼らは “アラゴンダーの息子たち” の一員ではないが、
酔っぱらい、“失われた嗣子” の悪口でも言う者があればい
つでも受けて立ってやると息巻いている。ハラグがどっち
側の人間であるか知っている彼らは、ハラグや店員たちに
侮辱的な台詞を投げつける。
英雄たちはブライトブレーズたちに声をかけてもよい。
もし英雄たちが “失われた嗣子” のバッジを持っていたなら、
このゴロツキたちは彼らに対しては比較的礼儀正しく振舞
う（少なくともサビーヌ将軍と彼女の兵士たちが現れるま
では）。
〈交渉〉
（難易度 12）：英雄たちは、自分が “失われた嗣子”
に与するものであると即座に告げることで、この乱暴な客
たちの信頼を勝ち得ることができる。客たちは、“嗣子”の
力がどれだけ大きくなっているかということに関して大言
壮語を吐き、まもなく彼はネヴァーウィンターの支配者と
して、正統な自分の権利であるところの王座に付くだろう
と言い立てる。

将軍の到着
サビーヌ将軍と 2 人の衛兵が現れ、英雄たちを雇おうと
する。以下の文章を読み上げること :
君たちは “座礁リヴァイアサン” 亭の外でブーツを履いた足音がす
るのを聞く。全員の視線が正面の扉に注がれる――扉は素早く開き、
ニュー・ネヴァーウィンターのお仕着せに身を包んだ兵士が2人入っ
てくる。 彼らは室内を見回し、それから横に一歩退く。
背の高い、気難しい様子の女性が1人、広間に入ってくる。彼女の
振る舞いときたら、
まさに腕利きの軍人の鑑である。彼女はプレート・
アーマーを身に付け、ロングソードを腰に佩いている。彼女は君たち
を認めると、部屋を横切って君たちの卓の方へとやってくる。
「あなたがたを探していた」彼女は言う。

サビーヌ（彼女のプロフィールについては P.20 を参照）
は、英雄たちを探し出し、連れてきてネヴァレンバー卿と
謁見させるようにと命令されている。
卿が本当は何を欲しているのか、彼女は知らない（質問
は彼女の仕事ではない）が、とにかく卿は彼らに何か割の
いい仕事を頼みたいようだ。その依頼を冒険者たちが引き
受けるか拒むかについては、彼女は興味を示さない――彼
女への命令は、単に彼らを連れてこいということだけなの
だ。
英雄たちがサビーヌと話す時間を 1、2 分とったら、す
ぐさま酒場の乱闘の遭遇に移ること。
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酒場の乱闘

この遭遇に関するポイント
客たちとの戦闘は、英雄たちにとってあまり困難なものである

遭遇レベル2

べきではない。暴漢たちを傲慢で、頭に血が上った乱暴な連中
として描写すること。彼らは敵なのだ。

セットアップ
酒場の暴漢（B）		
サビーヌ将軍（S）
サビーヌの護衛（G）

戦術

6体
2体

何らかの時点で、居酒屋の客たちは頭に完全に血が上り、
乱闘を始める。以下の文章を読み上げること :
将軍とその護衛たちが来た瞬間から、喧しかったほかのテーブル
の客たちはなんとも居心地の悪い雰囲気のまま黙りこくっていた。が、
その不安が沸点に達した瞬間、 1人が立ち上がる。
「独裁者の犬に死を！」彼はろれつの回らない舌で叫ぶ。即座に他
の客たちも立ち上がり、乱闘に参加する。
し

し

び い き

“嗣子”贔屓の客が10人、サビーヌ将軍とその護衛たち、そし
て英雄たちを、まとめて
「ネヴァレンバーの犬」呼ばわりして飛
びかかる。
一団の半分（マップ上にBでマークされたもの）は、冒険者た
ちめがけて飛びかかる。マップ上にない他の4人の暴漢は、
サビーヌとその護衛に襲いかかる。彼らについてはキャラク
ターたちの戦闘とは関係ないので、君は彼らをマップから除外
してよい。

酒場の暴漢：客たちは酔っぱらっており、協調した戦術
など取れない。暴漢たちは最初、“失われた嗣子” のバッジ
を付けていないキャラクターを攻撃する。彼らは手近な椅
子とジョッキ で殴りかかる。とはいえ、彼らは “嗣子”の熱狂
的な信奉者というわけではなく、ヒット・ポイントが 1 ／
4( 被ダメージ 25 点 [ 残り 8 点 ]) まで減少したら逃げ出す。
サビーヌ将軍：将軍は自身と部下たちを守りながら、一
方の視線は常に冒険者たちに注ぎ、彼らがどのようにこの
戦闘を処理するか見ている。兵士たちは誰も殺す気はなく、
また、将軍は英雄たちにも、暴漢を気絶させるだけにする
よう頼む。
その他のキャラクター：遭遇の開始時に、ハラグは店員
と一緒に逃げ出し、台所に隠れる。レンジェスはスウィフ
トカレント のパワーを使用し、上の階へと逃げる。

プロフィール：サビーヌ将軍
威圧的でふざけたところの全くない軍人女性であるサビーヌ
は、
ニュー・ネヴァーウィンターの軍勢を率いている。彼女はユー

酒場の暴漢 ×6 (B)

レベル1 兵士役

中型・自然・人型、
ヒューマン
hp：33；重傷値：16
イニシアチブ：＋3
〈知覚〉＋8
AC 17；頑健15 、反応13 、意志15
移動速度：6
特徴
酩酊
暴漢は、暴漢のターン終了時にセーヴィング・スローをしなければならな
い。
失敗した場合、暴漢は転倒する。
標準アクション
m椅子([武器]) ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋6 対 AC
ヒット：1d10＋3ダメージ、および暴漢は目標を１マス押しやる。目標が空
けたマスへ１マスシフトできる。

効果 ：暴漢は目標を、暴漢の次のターン終了時までマークする。
R大ジョッキ ([武器]) ◆ [無限回]

攻撃 ：遠隔・５ (クリーチャー１体)：＋6 対 AC
ヒット：1d6＋4ダメージ、および暴漢は目標を、暴漢の次のターン終了時ま

でマークする。
MR椅子と大ジョッキ ([武器]) ◆ 再チャージ 456

効果 ：暴漢は”椅子”を使用し、その後”大ジョッキ”を使用する。

		
暴漢は”大ジョッキ”を使用する際に機会攻撃を受けない。
【筋】16 (＋3)
【敏】12 (＋1)
【判】17 (＋3)
【耐】17 (＋3)
【知】10 (＋0)
【魅】10 (＋0)
属性：無属性
言語：共通語
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モアのセンスをほとんど持ち合わせず、不服従に対しては欠片の
忍耐も持たない。彼女は効率的に仕事をこなし、状況を解決す
るためには暴力の使用もためらわない。
重要な特徴：負けず嫌いで戦術に長け、実務的なサビーヌは、
人々の感情だの、ちょっとした道徳的なジレンマなどにはほとん
ど注意を払わない。
目的：義務と金。サビーヌは、ネヴァレンバー卿に忠実である
――彼が十分な報酬を払い続ける限り。
弱点：自信過剰。サビーヌは自分の評判と威圧的な振る舞い
で襲撃者を思いとどまらせられると信じているが、そのせいで不
意を討たれてしまうことがある。
癖と身体的特徴：がらがら声で実務的で寡黙。
サビーヌは経験豊かな兵士で、こんな見てくれをしている――
ごく落ち着いた会合の場においても、かたくなな戦士として振舞
う。背が高く、30 歳かそこらの筋肉質の女性で、黒い髪と力強
い目を持ち、その顔と手には無数の小さい傷がついている。彼
女はにこりともしないと専らの噂である。

冒険者たちがごろつきどもを倒すと
（殺すのでも、捕虜にするのでもよい）
、
サビーヌは英雄たちに協力を感謝する。
彼女はあからさまに彼女と部下たちを
襲った暴漢どもの厚かましさをひとし
きり罵ると、キャラクターたちに、自
分と一緒に来てネヴァレンバー卿に会
うようにと言う。キャラクターたちが
報酬を要求したなら、彼女は、それな
ら守護卿閣下がお支払い下さると言う。

B
B

英雄たちが行こうとしなければ、宿
の亭主のハラグが、出ていってくれと
言い出す――いつまでもここにいても
らっては、酒場でまた余計な騒動が起
きるというのだ。

G
S G

Start Area

セッション 3 : の ぼ せあがった客たち

結末

B B
B B

サビーヌは英雄たちをボートに乗せ、
守護卿に会わせるべく、港を横切って
“正義の館”まで連れていく。ネヴァレン
バー卿がなぜ彼らを呼んだかというこ
とについて、サビーヌは固く口を閉ざ
している。とは言うものの、戦闘の興
奮のためにいつもの寡黙な態度もだい
ぶ緩んでおり、彼女はつい、ネヴァレ
ンバー卿は彼らを雇おうとして、その
取引のため “正義の館” まで彼らを呼び
つけたのだと口を滑らせる。

報酬
セッションの終了時に、キャラクター
たちはそれぞれ、居酒屋の中の人々と
やりとりをし、暴漢たちをやっつけた
ことについて 150XP を獲得する。

このエリアの情報

キャラクターたちは暴漢どものポ
ケットを探っても良いが、彼らは銅貨しか持っていない。

照明：“明るい”光。
樽と木箱：この居酒屋には樽や木箱がたくさんあり、それ
が周囲に積み上がって、この居酒屋のいかにも船の中と
いった雰囲気を演出している。これらはすべて “移動困難
な地形”である。
椅子とテーブル：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 “移動困難な地形” である。この階段は上
の階の部屋へと続いている。
作り付けのオーブン：オーブンは遮断地形である。ハラグ
は部屋の真ん中にオーブンを据えている。このオーブン
からは凄まじい熱が放たれているが、［火］ダメージを与
えることはない。

23

セッション4：

ネヴァレンバーの申し出

本セッションは、英雄たちがネヴァレンバー卿との面会
のために “正義の館” に到着したところから始まる。卿は英
雄たちを雇って “失われた嗣子” について調査させようとす
る。その後、彼らは相変わらず続く “荒廃” クリーチャーの
侵入との戦いに加勢するため、“防壁”に向かう。
し

し

プロフィール：
ダガルト・ネヴァレンバー
ネヴァーウィンターの最高権力者は、同時により大きく豊かな
南方の都市ウォーターディープの有力者でもある。ダガルト・ネ
ヴァレンバーは “失われた嗣子” と思われる人物を探し出すため
に膨大な資金をつぎ込むことが可能である。
重要な特徴：野心家、世論を巧みに操る、政治的。ネヴァレ
ンバーは腕利きの政治家にして商人であり、自身の資産を増や
しつつ都への影響力を強化すべく動いている。

正義の館
サビーヌ将軍は湾を横切り、英雄たちを “正義の館” へと
連れてゆく。以下の文章を読み上げること；
サビーヌ将軍は小舟でネヴァーウィンター湾を横切り、君たちを半
ば神殿、半ばは城の輝く堂々たる建造物へと伴う。この“正義の館”は、
再建されたネヴァーウィンターの権威――つまり守護卿――の中心
的な拠点である。かつてはティア
（死せる神、秩序にして善)の神殿で
あったこの殿堂は、ネヴァーウィンターで最も目を引く建造物のひとつ
という地位を取り戻したのである。
小舟は川の南の岸に着く。サビーヌ将軍は立ち去りながら、君たち
を高い崖の上の“殿堂”へと案内するようにと部下に命令する。君たち
は高い天井の回廊を抜け、人目につかない私的な居室へと通される。
部屋の装飾は豪華だが、何か特定の印などはあしらわれていない。
しもべ

守護卿閣下はつまるところ、ネヴァーウィンターの僕を自称している

目的：ネヴァーウィンターに対して安定した統治を敷くこと。ネ
ヴァレンバー卿は自分の役目を重大なものと考えており、都の再
建の間の安定と平和の維持に努めている。
動機：様々。ダガルトがこの都の住民のよりよい生活を合法
的に求めようとしているのか、この都の苦境に乗じて自身の権力
と富を追い求めているのかは定かでない。
弱点：優越感。ネヴァレンバーは、自分は誰よりも優れている
と思っており、敵を見くびったり見落としたりすることがある。
癖と身体的特徴：誇り高くカリスマ的で人好きのする人物。
腕利きの政治家であるネヴァレンバー卿は、パーティー内の戦
士をからかったり、魅力的な女性の英雄に色目を使ったりして楽
しんでいる。ダガルトは、赤褐色の髪ときらめく目を持つ 50 前後
の人物である。

のだ――そう、王ではなく。

プレイヤーたちに、少し話す時間を与え、ネヴァレンバー
卿とどのように話を進めるかということに関する戦略を立
てさせてやること。周囲を注意深く見まわしたキャラク
ターたちは、いくつかの品物が、南方のにぎやかな大都市
で、ネヴァレンバー卿の故郷でもあるウォーターディープ
を彷彿とさせるものであることに気付く。その中には、
ウォーターディープの紋章をあしらった盾や、暖炉の上に
つるされた儀礼用の剣、そして部屋には青と銀が多用され
ていること――つまり彼の都の “都市の色” への、ちょっと
した、しかしはっきりとしたオマージュなども含まれてい
る。サイドテーブルには様々なワインやデカンタに入った
強い蒸留酒、そして半ダースほどのグラスが乗っている（こ
の部屋には物質的にそれなりの価値のあるものは存在しな
い）。
英雄たちが自分たちの方針を決めたところで、ネヴァレ
ンバー卿が到着する。以下の文章を読み上げること：
会見室の扉が開き、がっしりとした体つきに、頭頂部から灰色にな
りつつある赤褐色の髪をした中年の男性が入ってくる。彼は君たち
を見ると笑みを浮かべ、そうすると彼の灰青色の目がきらめく。
「英雄諸君、貴君らのことは聞き及んでいる。これから我々は随分
と話しあわねばならない――が、まずはくつろいでもらわなくてはな。
どうすればいい？ 食事、それとも飲み物がいいかな？」

ネヴァレンバーとの会見

ネヴァレンバー卿は心底君たちをもてなそうとしており、
英雄たちの要求に出来る限り応じる。英雄たちが落ち着き、
会話できる状態になったなら、次の文章を読み上げるこ
と：
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「貴君らも御存じのとおり、」ネヴァレンバー卿は言う。「私は苦境
にあるネヴァーウィンターをかばい、その再建のために膨大な時間と
金と血と汗を費やしてきた。私は――ネヴァーウィンターの誰よりも
――真の嗣子が現れて、私の両肩からこの重荷を取り去ってくれるの
を待ち焦がれてきた。王様面をしたくてあれこれ手出しをしているわ
けではないことは、神々も御存じだとも！」
彼は白いものが混じる髪をかきあげる。

ネヴァレンバーは、“失われた嗣子” はこの都の真の統治
者であるかもしれないが、一方でネヴァーウィンターの権
限を冒そうとするペテン師かもしれないのだと説明する。
どちらが真相かはわからない。彼にわかるのは、“嗣子” は
卿からの交渉に応じようとせず（具体的にどのような交渉
を持ちかけたのか、卿は明らかにしない）、そして守護卿
に抵抗する “反乱分子” を焚きつけて自身の支持者としてい
るということだけだ。もし “失われた嗣子” が本物なら、と、
卿は問いかける。なぜ彼はきちんとした場において自分の
正当性を証立てようともせず、現在の合法的な権威者であ
る自分のもとにやってこようともしないのだ？
ネヴァレンバーが資産を投じなければならない先はあま
りにも多く、そこへ英雄たちがやってきたのだ。よそ者で
あり、冒険者である英雄たちは、ネヴァレンバーの後ろ盾
を感じさせずに “嗣子” に接近し、すべての謎の根底まで到
達できるだろう。
つまるところ、ネヴァレンバー卿は、“失われた嗣子” の
正体を明らかにし、彼の要求の正当性を明らかにし、そし
て彼の影響がどの程度まで及んでいるかを明らかにするた
めに英雄たちを雇おうというのである。彼はその見返りに
相当の支払いを申し出る――1 人あたり、500gp を（100gp
ずつは前金として支払う）。

ネヴァレン バ ーとの 会 見
ネヴァレンバー卿はこんなことを言う――自分とあの
“失われた嗣子” が手を結ぶことができれば、それは誰に
とっても良い事だし、君たちも強力な味方複数の感謝を勝
ち取ることになるだろう、と。そうならなかった場合、ネ
ヴァーウィンターが内戦状態に陥ることを卿は恐れている。
〈看破〉判定（難易度 19）に成功すれば、このいかにも耳
に心地いいことを言う領主様は、心の底から “ネヴァーウィ
ンターの統治という重荷から自由になりたい ” と言っているわけ
ではないことがわかる。彼はこの都に膨大な資金をつぎ込
んでおり、この都に手を出そうとする輩には厳しく対処す
るつもりなのだ。とはいうものの、“失われた嗣子” につい
ての情報を知りたいという思い、そして都の平和を望む思
いは本物だ。
ネヴァレンバー卿は、まず “防壁” から調査を始めるとい
い、と言う。これは、南東の“大裂溝”から現れる“荒廃”クリー
チャーどもから “守護卿区” を守る、巨大な建造物である。
そうすれば、と卿は言う。私がネヴァーウィンターの再建
のために何と戦ってきたのか、また、昨今の “失われた嗣子”
の出現がなぜこんなにも危険なのか、貴君らにもわかるだ
ろうから、と。
ネヴァレンバー卿は自身の紋章の入ったバッジを 1 つ、

キャラクター・テーマとの関わり
英雄たちの中に【サイオン・オヴ・シャドウ】
、
【ブレガン・
ドゥエイアゼ・スパイ】
、もしくは【デッド・ラット・ディザー
ター】がいたなら、ネヴァレンバー卿は彼らの倫理観が極めて “柔
軟である”であることに気付き、“失われた嗣子”の正体につながるよ
うな情報があったら報酬に上乗せをすると こっそり申し出る。
このような状況下でのこの程度の支出は、資産や人材を多方面
に分散させざるを得ない卿にとって、むしろ最終的な損害を低く抑
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えるために有効なのであり、そして卿は喜んで（かつ、こっそりと）
、
この特定のキャラクターに対しては、先に提示した報酬を200gpま
で上乗せしてくれる。

パーティーに渡し、これがあれば都の周囲の門衛詰所――
たとえばブラックレイク地区に続く翼を持ったワイヴァー
ン橋（P.26 のセッション 5 参照）などでの通行証になるとい
う。“防壁” のあとはブラックレイク地区を調べるといい、
と彼は言う。それから彼は馬車を用意させ、冒険者たちを
“防壁”のところまで連れていくようにと命じる。
馬車を待つ間、英雄たちはネヴァレンバー卿にいくつか
追加の質問をすることができる（下記参照）。それが一段落
したら、門の守りの遭遇に進むこと。

ネヴァレンバー卿への質問
ネヴァレンバー卿は事態の詳細について、もう少し語り、
英雄たちが抱えているであろう質問に答えることができる。
ネヴァーウィンターを治めていた一族について：30 年ほ
ど前の大変動以前は、アラゴンダー家が一世紀以上にわ
たりこの都を治めていた。あれ以来、彼らについては聞
かないし、残念ながら、血が絶えてしまったのではない
かとも思われる。
“ネヴァーウィンターの王冠” について：件の冠は失われ
て久しく、ほとんどの人々が、あれは神話の産物だろうと
思い始めていた。ともあれ “失われた嗣子” が偽物でない
限り、例のあの冠は本物だと思われる。
ネヴァレンバーの主張について：ネヴァレンバー卿の血筋
をさかのぼれば、ネヴァーウィンターの統治者の遠縁に
あたるある人物――ヴェール・“ネヴァー”が（生地を離れ）
ミルトリア・エンバーという女性と共にウォーターディー
プの地に住んだところまで辿れる（かくして “ネヴァレン
バー” の姓が生まれた）。これが、彼の信ずるところの自
分のこの地への縁を正当なものとする根拠であるが、と
はいえ直系の嗣子が現れれば、当然そちらが優先である。
“革命家”たちについて：数年前、彼が初めてこの地にやっ
て来て以来、“アラゴンダーの息子たち” は、この都の再
建に関する彼の努力を台無しにしつづけている。それは
そうと、最近彼らは随分勢力を伸ばしてきたようだ。
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門の守り

この遭遇に関するポイント
門衛を殺したばかりのこの無法者たちは、クランクを使って門

遭遇レベル2

を開け、“防壁” の後ろで待ち構えている “荒廃” クリーチャーども
をネヴァーウィンター内に入れるつもりである。
自分たちを雇ったものの正体を、無法者たちは知らない。セ

セットアップ
無法者（B）		

ルドラは彼らを雇う時に顔を隠しており、よって、キャラクターた

5体

ちが捕虜を取ったとしても、セルドラについて気付くことはできな
い。無法者たちが言えるのは、彼らは “壁の守りの強度の試験”

冒険者たちが到着したら以下の文章を読み上げること：

のために雇われたということだけである。

馬車は、木材と、廃墟から回収した石材と、そして補強をした梁とで
組み上げられた巨大な “防壁” の足元に留まる。“防壁” の外見はいか
にも無計画に建てられたふうだが、頑丈ではある。
周囲は静まり返っているが、よくよく観察すると、門衛所に立ってい
なければいけないはずの門衛がいないことに、君たちは気付く。

2 つの門衛所が門を挟んでいて、それぞれには 1 人ずつ
門衛がいるはずである。門衛所の間の門扉は閉まっている。
十分に高い受動〈知覚〉
を有する英雄は、以下のことに気付く。
〈知覚〉
（難易度 12）
：外套を着込んだ悪漢が 2 人、壁沿いの、
詰所の近くにいる。彼らの服には血の染みがついている。
〈知覚〉
（難易度 19）：広場にある詰所の、影になったところ
にも無法者が 3 人隠れていて、どうやら死体を遺棄してい
るようだ。
プレイヤーたちにキャラクターを Start Area エリアに配
置させ、イニシアチブをロールさせること。無法者たちに
気付いたキャラクターがいなかったなら、パーティーは不
意討ちされる。
無法者 ×5 (B)

レベル2 遊撃役

中型・自然・人型、
ヒューマン
イニシアチブ：＋6
hp：37；重傷値：18
〈知覚〉＋1
AC 16；頑健12 、反応14 、意志12
移動速度：6
特徴
戦術的優位
無法者は『戦術的優位を提供するすべてのクリーチャー』に対して、＋1d6の
追加ダメージを与える。
標準アクション
mメイス ([武器]) ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット ：1d8＋5ダメージ、および無法者は１マスシフトできる。

rダガー([武器]) ◆ [無限回]

攻撃 ：遠隔・１０ (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット ：1d4＋5ダメージ、および無法者は１マスシフトできる。

Mデイジング・ストライク ([武器]) ◆ 再チャージ: 攻撃をミスする 456

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、および無法者は目標を、無法者の次のターン終
了時まで幻惑状態にする。

効果 ：無法者は１マスシフトできる。

技能：〈隠密〉＋9、
〈事情通〉＋7、
〈盗賊〉＋9
【筋】12 (＋2)
【敏】17 (＋4)
【判】11 (＋1)
【耐】13 (＋2)
【知】10 (＋0)
【魅】12 (＋2)
属性：無属性
言語：共通語
装備：レザー・アーマー、メイス、ダガー４本

戦術
無法者：壁沿いの 2 人の無法者は、クランクのところに
移動し、門を開けようとする。これにはまるまる1分かかり、
つまり、英雄たちには彼らを阻止する余裕は十分にある。
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いったん邪魔されると、無法者たちは英雄たちを殺すのに
全力を挙げる。

このエリアの情報
照明：“明るい”照明。
樽と木箱：これらのマス目は “移動困難な地形”である。
クランク：クランクはマップ上に記載されている。クランク
のところに行くまでの扉は開いている。
門：門は戦術マップ上に記載されており、遮断地形である。
噴水：噴水は “移動困難な地形”である。
門衛詰所：この小さな、そして現在使われていない詰所の
高さは 15フィートである。詰所の扉は開いている。
灌木：灌木は “移動困難な地形”であり、部分視認困難を提
供する。
かんぼく

結末
戦闘の跡、英雄たちは近くで女性の声がするのを聞きつける。
以下の文章を読み上げること：
馬車の後ろから、魅力的なハーフエルフの女性が君たちのほうに
向かって歩いてくるのが見える。黒髪で、革鎧を着込み、朽葉色のマ
は

ントをまとい、そして腰にロングソードを佩いている。
「すばらしいわ！」彼女は言う。「あなた方、ドラゴンを倒した英雄の
みなさんでしょう。ネヴァレンバー卿があなた方を雇ったとは知らな
かったけれど、ともあれ、あなた方の選択は正しかったわ。あなた方、
あのミンターンの傭兵たちのお株を持って行くわね」

この女性は、自分はネヴァレンバー卿の密偵でセルド
ラ・ティルマランド（P.7 参照）という、と自己紹介する。
セルドラと会話する:
◆王冠について：プレイヤーたちの中に以前『ネヴァーデス
の門 』に参加していた者がいたら、セルドラは自分が “失
われた嗣 子” を見つけ、彼に “ネヴァーウィンターの失わ
れた王冠”を渡したのだと明言する。
もし、英雄たちがこれまでに誰も彼女と会っていなかっ
たなら、彼女は自分がかつて件の冠を持っていたことを
口にしない。
◆ “嗣子”について：セルドラは、自分は “嗣子”に味方して
いるとはっきり言う。彼女は英雄たちを “嗣子”に会わせた
いのだが、自分はネヴァレンバー側の人間として動いて
いるため、彼の居所を知らないのだと言う。
◆彼女の仕事について：セルドラはネヴァレンバー卿に雇
われているが、実のところ “失われた嗣子”に心酔している。
自分はネヴァレンバー卿に接近して “嗣子” に対する卿の
し

し

B
B

真実

B

Gate

Start
Area

B

反応を監視するためにも今の仕事を続けているのだと彼
女は言う。彼女は、ネヴァレンバー卿が都における自分
の権力を脅かす、この新たな脅威に対して、暗殺を試み
るのではないかと懸念しているのである。
キャラクターたちに、お前がスパイであることをネヴァ
レンバー卿にバラすぞと脅されたら、彼女は行動を決める
前に、少なくともネヴァレンバー卿から申し渡された仕事
をして、調査をしてみてからにしてくれと頼む。いったん
“失われた嗣子” の高潔さと “荒廃” クリーチャーとの戦いへ
の献身ぶりを目の当たりにしたなら、どちらに付くべきか
はおのずからわかるだろうと彼女は考えているのである。

セッション 4 : ネヴァレン バ ー の申し出

そこに行くには翼を持ったワイヴァー
ン橋を渡るのだそうだ。自分はこれから
ネヴァレンバー卿に “防壁” で起こったこ
とを報告し、サビーヌ将軍に衛兵をもっ
と増やすように言いに戻らねばならない
から、キャラクターたちに同行はできな
いと彼女は言う。

B

彼女の言葉には、嘘と真実が入り交
じっている。セルドラは非常に “読みに
くい” 人物である。難易度 19 の〈看破〉
判定に成功したキャラクターは、彼女
が自分の言葉に対する英雄たちの反応
について非常に神経質になっているこ
とがわかるが、しかし彼女が嘘をつい
ているかどうかは判然としない。ネヴァ
レンバー卿が自分に相談することなく、
“失われた嗣子” を調べるために冒険者
たちを雇ったと知って、彼女は狼狽し
た。彼女は大急ぎで彼らを追い、彼ら
が “防壁” のところで無法者たちと戦う
のを見て、その実力を知ったのである。

そして冒険者たちの腕前を見た彼女
は、この連中を放置しておいては自分
の計画の妨げになると判断した。この
連中を追い払わなければ。とりあえず、
彼女は冒険者たちの忠誠心に揺さぶり
をかけ、思わせぶりを言い続けながら、
決定的な解決ができるようになるまで
の時間稼ぎをしている。自分が計画を
実行に移す間、死鼠団で彼らが手一杯になっていてくれる
ことを彼女は願っている。

報酬
キャラクターたちはそれぞれ、ネヴァレンバー卿と交渉
し、無法者たちを倒し、セルドラと話したことに対して、
150XP を獲得する。
無法者たちの死骸からキャラクターたちが見つけたもの
を決定するために、宝物表（P.3）を 2 回ロールすること。

◆無法者たちについて：セルドラは、キャラクターたちに、
自分はこの数日、この無法者たちの活動を見張っていた
のだと言う。“死んだ鼠” 団という一味が彼らを雇ったのだ
と彼女は信じている。“アラゴンダーの息子たち” を名乗る
反乱勢力と件の一味が手を結んでいるのではないかと彼
女は疑っている。
◆彼女の仕事について：セルドラは、ブラックレイク地区
の “千の顔の家” に行けばあの無法者たちと “死んだ鼠” 団
のことについてもっと詳しいことがわかるだろうと言う。
デ ッ ド・ラ ッ ト
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セッション5：
ブラックレイクへの道のり

“防壁” での戦闘の後、セルドラ・ティルマランドは冒険
者たちに死 鼠団について告げ、また、“千の顔の家” で情報
を探すようにと言った。
“防壁” から " 翼を持ったワイヴァーン橋” までは、2 マイ
ルの道のりである。“守護卿区” で行なわれている大々的な
再建がそこで見て取れる。多くの建物が建て替えられてい
るか、あるいは部分的に残った基部から立て直されている。
各地区の治安は良く、街路の辻ごとにニュー・ネヴァー
ウィンターの兵士たちが立っている。迷路のように入り組
んだ道や新旧の建造物が相並ぶ様は、【オグマズ・フェイ
スフル】のキャラクター・テーマを持つ者、あるいは〈歴史〉
か〈地下探検〉を習得済みの者を強く惹きつける。
何か軍関係の背景を持つキャラクター、あるいはウォー
ターディープ出身のキャラクター（特に、
【ネヴァーウィ
ンター・ノーブル】と【デヴィルズ・ポーン】）は、ニュー・
ネヴァーウィンターの兵士たちがこの都生まれの者でも、
またウォーターディープから派遣された外人部隊でもない
ことに気づく。代わりにネヴァレンバー卿は、ミンターン
から雇い入れた非情な傭兵集団に信を置き、自分が預かっ
た都市の平和を維持し、そしてその都市を完全に彼の支配
下に置き続けるという仕事を任せていたのである。
また、【エア・オヴ・デルザウン】は街にいる他のエルフ
やドワーフたち――彼らの種族に言い伝えられる歴史的な
アーティファクトを探し、あるいは失われたゴーントルグ
リムに関する手掛かりを探している者たち――に気づく。

翼を持ったワイヴァーン橋
遭遇レベル2

デッド・ラット

橋の南端
翼を持ったワイヴァーン橋は、ネヴァーウィンターの 3
つの橋の1つである。あとの2つは、“眠れるドラゴン”橋（西
へ向かうもの）と、“ドルフィン”橋（東へ向かうもの）である
が、これはほとんど修理がされておらず、危なくて渡れた
ものではない。
冒険者たちが翼を持ったワイヴァーン橋に来掛かると、
橋の南側のたもとはネヴァレンバー卿が雇ったミンターン
の傭兵たちで厳重に守られているのがわかる。傭兵たちは
非常によそよそしい様子で、最近は反乱分子の活動が激化
し、“荒廃”クリーチャーの跋扈もあるため、ネヴァレンバー
卿の公式の仕事があるものでなければ橋を渡らせるわけに
はいかないのだと言う。
キャラクターたちが望むようなら、彼らに傭兵たちと会
話させること。傭兵たちはサビーヌ将軍に忠誠を誓ってお
り、ネヴァーウィンターにおける自分たちの役割について
は、仕事以外の何ものでもないと看做している。もし “反
乱分子” たちが彼らに報酬を支払うことができるなら、彼
らは喜んで “反乱分子”のために戦うだろう。
パーティー一行は、セッション 4 でネヴァレンバー卿か
ら貰ったバッジを持っている。バッジを見せればキャラク
ターたちは通してもらえる。傭兵たちは “千の顔の家” への
道も教えてくれる。翼を持ったワイヴァーン橋の遭遇に進
むこと。
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セットアップ
“荒廃”クリーチャー化した悪党 (W)
“荒廃”クリーチャー化した労務者 (G)

2体
3体

冒険者たちが翼を持ったワイヴァーン橋を渡ったら、以
下の文章を読み上げること：
翼を持ったワイヴァーン橋を渡ればもうそこは、“守護卿区” の外、
その壁が保っていた安全とは縁のない場所だ。君たちの目の前に立
つネヴァー城は、ブラックレイク地区の上にそびえ立っている。君た
ちが橋を後にするとすぐ、道が左右に分かれる。どちらに行くのだっ
たかはっきりする前に、周り中から恐ろしい叫び声が響き始める。近
くの廃墟化した建物から、“荒廃”クリーチャー化したヒューマンたちが
君たちめがけて飛びかかってくる。その目は狂気に燃え、その皮膚
は青い炎で光っている。
“ 荒廃” クリーチャー化した悪党 ×2 (W)
中型・自然・人型、
ヒューマン
hp：37；重傷値：18
AC 16；頑健12 、反応14 、意志12
移動速度：6
標準アクション
mコールドファイア・クロウ([冷気], [火]) ◆ [無限回]

レベル2 制御役
イニシアチブ：＋4
〈知覚〉＋1

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット ：1d8＋5の火かつ冷気ダメージ、および目標は減速する(セーヴ終了)

トリガー型のアクション
aブルー・ファイア・バースト ([火], [力場]) ◆ [遭遇毎]

トリガー ：悪党が重傷になる
攻撃 (即応・対応)：近接・爆発２ (爆発内のクリーチャーすべて)：＋5 対
反応

ヒット：2d8＋2の火かつ力場ダメージ、および悪党は目標を２マス押しやる。
ミス ：半減ダメージ。
【筋】12 (＋2)
【耐】13 (＋2)
属性：無属性

【敏】17 (＋4)
【判】11 (＋1)
【知】6 (－1)
【魅】10 (＋1)
言語：－

戦術
モンスターたちは建物から飛び出し、橋のたもと近くに
いる英雄たちを囲む。
荒廃” クリーチャー化した悪党：これらのクリーチャー
は青い火花を散らす骸骨化したヒューマンのように見える。
やせ衰えたクリーチャーは苦痛に呻きながら、知性を感じ
させずに荒れ狂う。このクリーチャーは、マークやディフェ
ンダー・オーラなど無関係に、最も近くにいる敵に攻撃を
行なう。
“荒廃” クリーチャー化した労務者：これらのクリー
チャーは “荒廃” クリーチャー化した悪党と似ているが、そ
れよりも大きく頑丈である。このクリーチャーは集団で 1
体の敵に襲い掛かり、つかんで殴る。

レベル2 暴れ役

中型・自然・人型、
ヒューマン
hp：43；重傷値：21
AC 14；頑健15 、反応12 、意志12
移動速度：6
標準アクション
mスラム／叩きつけ◆ [無限回]

イニシアチブ：＋0
〈知覚〉＋0

持っている。パーティーが見つけたアイテムを決定するた
め、宝物表（P.3）をロールすること。

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット ：1d12＋6ダメージ、つかんでいる目標に対しては1d12＋12ダメージ

Mバーニング・グラスプ／灼熱のわしづかみ([火]) ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋5 対 反応
ヒット ：10点の火ダメージ、および目標がつかまれていない場合は、“つか

まれた状態”になる (脱出難易度: DC12)
トリガー型のアクション
aプレイグチェンジド・リジリアンス／“荒廃”化による回復力 ◆ [遭遇毎]

トリガー： 労務者のhpが0になる。(クリティカル・ヒットの場合を除く)
効果 (アクション不要)：d20をロールし、15以上の目が出た場合は労務者

に隣接するクリーチャーは各５点の火ダメージを受け、労務者のhpは1点
となる。
【筋】16 (＋4)
【敏】8 (＋0)
【判】8 (＋0)
【耐】13 (＋2)
【知】6 (－2)
【魅】8 (＋0)
属性：無属性
言語：－

セッション 5 : ブラックレイクへ の 道 のり

“ 荒廃” クリーチャー化した労務者 ×3(G)

このエリアの情報
照明：“明るい”照明。
建物：この川のそばのしっかりした建物の高
さは 15フィートである。
木箱と樽：これらのマス目は “移動困難な地
形” である。木箱も樽も腐っており、価値
のあるものは入っていない。
噴水：噴水は “移動困難な地形” である。噴
水の中は藻と泥が詰まっている。
ネヴァーウィンター川：ここでは、川の流
れは速くはない。クリーチャーは川の中で
も難なく自分の位置を保つことができる。
川の中での移動は難易度 8 の〈運動〉判定
を要し、 川の中から岸によじ登るには難
易度 12 の〈運動〉判定を要する。
石像：この石像は遮断地形である。この像
はアラゴンダー家の人々をかたどったもの
である。

結末

W
G
G

Start
Area

“荒廃” クリーチャーが死ぬと、キャラク
ターたちは “千の顔の家” のほうへと歩き続
けられる。

報酬
セッション後、英雄たちに、翼を持った
ワイヴァーン橋のたもとで “荒廃” クリー
チャーと戦ったことに対して、150XP を与
えること。
宝物：“荒廃” クリーチャーたちはぼろをま
とっていたが、それ以外にいくぶんかは
装備や金を持ってもいた。彼らは全体で
（20× 英雄の数）gp に相当する価値の宝
石や貨幣、そして魔法のアイテムを 1 つ

G
W
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セッション6：
ブラックレイク地区へ到着

セッションが始まると、英雄たちは、ニュー・ネヴァー
ウィンターの支配からほとんど自由であるところの地区、
ブラックレイクへと入っていく。ネヴァレンバー卿の兵士
がここにいることはほとんどなく、特に最近はひっきりな
しに “失われた嗣子” が現れるとあって、彼らのほとんどは
“守護卿区” の拠点へと引き上げさせられている。ネヴァレ
ンバー卿の暗黙の後ろ盾もなく、冒険者たちはほぼ身一つ
でこの場所にいる。
状況を説明するため、以下の文章を読み上げること：
し

し

かつてはネヴァーウィンターの裕福な貴族たちが、このブラックレ
イク地区に住んでいた。今、その邸宅のほとんどは無人となって残っ
ている――火には焼かれたが、ほとんどはもとのままで。
ここはぱっと見には再建にうってつけなのだが、一方、住民の間に
守護卿への恨みが根強く残っている地区でもある。“守護卿区” では
道沿いにずらりと並んでいた足場は、ここでは全くみあたらず、代わり
には静まり返った路沿いに、反ネヴァレンバーの落書きや、その他もっ
と禍々しい印が書きなぐられているばかりである。

パーティー一行が件の居酒屋に近づいたとき、彼らは
死 鼠 団の一団に出くわす。
デッド・ラット

キャラクター・テーマとの関わり
【デッド・ラット・ディザーター】がパーティーにいれば、そ
のキャラクターはブラックレイク地区にあるギャングの暗号が、か
つて自分の属していた団のものであるとすぐにわかり、件の連中
がネヴァーウィンターにいるということの裏付けとすることができ
る。
また、英雄たちが目にした落書きのいくつかは、
【デヴィルズ・
ポーン】にとっては特別な意味を持つ――それは、そのキャラク
ターの胸にある印と同じなのだ。そのことはそのキャラクターを
不安にさせる。その情報を他人に教えるかどうかは本人次第であ
る（この落書きは、アシュマダイ団のマークである。ネヴァーウィ
ンター・キャンペーン・セッティングを参照のこと）
。
【ハーパー・エージェント】は、“千の顔の家”がこの都のハー
パーの隠れ家であると知っているが、そのキャラクター自身は彼
らとはあまり顔を合わせたくないはずだ。そのプレイヤーに、自
分のキャラクターの背景をきちんと認識しているかどうか確認す
ること――ハーパーたちは、そのキャラクターがハーパーの隊長
であったキムリルを殺したと信じているのだ。冒険者たちは、彼
が件の居酒屋に入っていけば厄介なことになるだろうことが認識
できる。
ハーパーたち――トラムとセリスは件の【ハーパー・エージェ
ント】の犯罪については確たる証拠を持っておらず、また人目を
引くのも好まないので、冒険者たちにちょっかいをかけることは
ない。しかし件のキャラクターを助けようともしない。戦闘が始ま
ると、トラムとセリスは件の【ハーパー・エージェント】に、自分
たちの店に厄介事を持ち込んだといって文句を言う。
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千の顔の家

冒険者たちが宿に向かったら、以下の文章を読み上げるこ
と：
煌々と明かりをともし、いかにも人を歓迎するような作りをした“千
の顔の家”は、闇に閉ざされたブラックレイクの街路の中で、光のオア
シスのように見える。
最初、君たちはたくさんの人が窓のところに立って君たちの方を
じっと見ているのだと思った――が、近づいて分かったのは、それは
マネキン

色鮮やかなドレスやチュニックをまとった人 形たちであるということ
だった。人形たちは皆その腕を、手招きするように上げているのだ。

この元々はサロンだった居酒屋の名が、広間（東南の部
分）に設置された何十枚もの鏡と人形にちなんだものであ
ることは新参者にもすぐにわかる。人形の着ているドレス
やチュニックは良い仕立てではあるが、明らかに古い。こ
この経営者の言い分では “古典的” である。この店は美味い
食事といい酒、そして賑やかで狡猾な客人たちで知られて
いる。
この都のほとんど（これにはネヴァレンバー卿も含まれ
る）が知らないことだが、“千の顔の家”は、この世界に善を
もたらすために活動する秘密結社ハーパーの、ネヴァー
ウィンターでの拠点なのである。ここにいるのはネヴァー
ウィンターで活動中の協力者が十数名、そして 2 名の正式
のハーパー――セリスとトラム――である。リーダーのキ
ムリルが突然殺されるまでは、彼らは “アラゴンダーの息
子たち” の、ネヴァレンバー卿に対する抵抗活動を着々と
支援してきていた。現在、彼らはすっかり混乱した状態に
ある。ハーパーたちは、“千の顔の家” の秘密の地下室を、
彼らの司令室とした。彼らは今もネヴァレンバー卿に目を
つけており、この未来の専制君主に権力が渡るのを防ごう
としているが、しかしそれにはどうすればよいのかも分か
らずにいる。
政治状況が激変しつつある現状、セリスとトラムは自分
たちがハーパーの一員であるということを積極的に新参者
に明かそうとはしない。パーティー一行に彼らの立場をす
でに知っている【ハーパー・エージェント】がいないかぎり、
冒険者たちが上記のことを知る機会はほとんどなさそうだ。

建物への入口
“千の顔の家” には 3 つの入口がある。2 つは北側に、1 つ
は南側にある。英雄たちに店の中を歩き回らせ、この場に
いる様々なキャラクターと関わらせてやること。

北西の部屋：受付
客は、建物の北西側の壁にある大きな看板の下から入る。
すると受付の机の前に出る。そこで客たちが出会うのは、
この宿屋のあるじ、女性のエラドリンのセリスである。彼
女はこの建物の持ち主でもあり、部屋を貸してもいる（客
1 人あたり、1 晩 1gp）。
セリスは、悪を駆逐すべく根気強い活動を続けるハーパーの
一員でもある。彼女は物静かで物わかりのいい人物で、半分
血のつながった弟で激情家のトラムとちょうどバランスが取れ
ている。

結末

土地の人々はいつも、客用のテーブルと椅子のある大広
間に続く北の扉から入ってくる。その広間には無数の人形
と鏡があり、色鮮やかな（しかし時代遅れの）衣装を見せび
らかしている。店の雰囲気は落ち着いて居心地よく、通り
の気の抜けない緊張を解くような暖かさに満ちている。
ハーフエルフのトラムは客たちに話をして楽しませたり、
店員に指図をしたりしている。彼はもとから頭に血が登り
やすく、考えずにものを言ったりしたりする――姉の物静
かさとは好対照である。トラムはハーパーのかつての指導
者キムリルの死以来傷心を抱えている――というのも、彼
は彼女とのロマンティックな関係を嬉しく思っていたので
ある（というわけで、【ハーパー・エージェント】と相対す
る破目になれば、彼は相手が殺人者かもしれないというの
で敵対的に振舞うが、しかし敢えて戦いを挑むような真似
はしない）。
英雄たちが死鼠団のことについて尋ねると、チャールと
いう名のマントを着込んだハーフリングのほうをそっと示
される。その人物は連れもない様子で椅子のひとつに座り
込み、どうやらだいぶ” きこしめして” ( 酒を飲み酔って ) い
るようだ。チャールは話のわかる人物で、都会的なトリッ
クスターでもあり、死鼠団と “アラゴンダーの息子たち” の
間に（その途中でハーパーにも）つなぎをつけた人物である。
彼は、ハーパーたちは “失われた嗣子”と、ネヴァレンバー
卿に抵抗する彼の行動に対する全面的な援助をためらって
いるようだが、これは間違いだと言っている。彼は大声で、
自分は “失われた嗣子” の個人的な知り合いだと言い（これ
は嘘である）、また自分は彼のために働いているのだと言
う（これは本当である）。彼は “失われた嗣子”のアメジスト
のバッジを身に付けており、また、戦闘でもしでかすには
酔っ払いすぎているようだ。
キャラクターたちは様々な方法でチャールに接近できる。
〈威圧〉を使用するか、あるいは『ネヴァレンバー卿の命令
で “失われた嗣子” について調べている』などと言おうもの
ならすぐさま戦闘（千の顔の家の遭遇）が勃発する。アメジ
ストのバッジを堂々と身に付けているキャラクターは、
チャールとの〈交渉〉判定に＋ 5 のボーナスを得る。
〈看破〉判定に成功した英雄は、ハーフリングが考えてい
ることを見抜く（下記参照）。〈交渉〉および〈事情通〉は、メ
インの〈看破〉判定にボーナスを与える。
マネキン

〈交渉〉
（難易度 20）：このハーフリングはネヴァレンバーに
味 方するものに喧 嘩をふっか けたくて仕 方ない。また、
彼に助太刀する友人たちもいるようだ（これにより、メイン
の〈看破〉判定に＋ 4 のボーナスを得る）。
〈事情通〉
（難易度 20）：チャールは悪名高い詐欺師であり、
待ち伏せを仕掛けることで知られている。彼は相手が自
分を攻撃するように仕向け、そしてその瞬間、友人たち
が隠れ場所から飛び出してくる（これにより、メインの〈看
破〉判定に＋ 4 のボーナスを得る）。
〈看破〉
（難易度 24）：英雄は客の間に隠れた革命家たちを
判別できる
（この判定により、攻撃しようと待ち構えている
ハーフリングの取り巻き連を判別できるようになる。彼ら
を英雄たちに示すこと。また、英雄たちは不意を討たれ
ない）。

千の顔の家

東南の部屋：広間

英雄たちがチャールを倒すと、彼は殺される前に降伏す
る。キャラクターたちは何がどうあってもチャールを殺す
ことにしても良いし、彼を捕らえてネヴァレンバーの前に
突き出しても良い。【ハーパー・エージェント】がいれば、
彼をセリスとトラムの管理下に置いておこうと主張するだ
ろう。
もし、彼の命を助けて自由にしてやったなら、チャール
は以下の情報を教えてくれる。もし英雄たちがチャールを
ネヴァレンバー卿に突き出したなら、彼は何もしゃべらな
い。
◆死鼠団の隠れ家は、ブラックレイク近くの古いボートハウ
スにある、跳ね上げ戸を通って行ける。跳ね上げ戸から
下水に降りていけて、
トンネルのとっつきが隠れ家だ。ボー
トハウスは、日中は “死んだ鼠” の連中に厳重に守られて
いるが、彼らも暗くなってからブラックレイク近辺をうろつ
くようなマヌケはいないだろうと思っている（訳注：なので、
夜は見張りを立てていない）。もし英雄たちが件の公園が
自前で抱えている夜の警備員ども（訳注：ブラックレイク
に現在生息しているトゥイグ・ブライトたちのこと）を倒せ
たなら、警報を鳴らされることなく隠れ家に静かに潜入で
きるだろう。
◆チャールは死鼠団の者というよりは革命家である。彼に
とって、死鼠団は手段に過ぎない ―― ネヴァレンバー卿
の専制からの自由、という目的のための。
◆チャールは “アラゴンダーの息子たち”と死鼠団との間につ
なぎをつけた。ところでこの “アラゴンダーの息子たち” は
――彼も “失われた嗣子”もそうするべきだと言っていると
いうのに――ギャングと一緒に活動するのをためらってい
る。
◆チャールは “防壁” の襲撃のことについては何も知らない。
自分が団のことを何もかも分かっているわけではないと
言いつつ、彼は、ひょっとしたらその背後には死鼠団が
関わっていたかもしれないとも言う。

報酬
セ ッ シ ョ ン 後 英 雄 た ち に、 居 酒 屋 の 中 の 人 々 と 話 し、
チャールと戦ったことについて 200XP ずつを与えること。
宝物：チャールは魔法のアイテムを 2 つ持っており、それは
彼の死骸から回収するのでもいいし、彼が命を助けてく
れたのと引き換えだと言ってキャラクターたちに手渡すの
でもいい。宝物表（P.3）をロールし、彼が何を持っていた
かを決定すること（その結果が不自然だった場合、再ロー
ルしてよい）。無法者たちは、合計で 25gp× キャラクター
の人数相当の貴重品を持っている。

大休憩
大口叩きのチャールをどうにかしてくれたお礼にといっ
て、セリスは英雄たちに安全な部屋を提供してくれる。そ
こで英雄たちはゆっくり休み、使命の次の段階に向けて備
えることができる。もしキャラクターたちがチャールを殺
していて、そして次にどこに行くべきか分からずにいたら、
夜遅くにセルドラが到着し、彼らに行くべき場所を教える。
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千の顔の家
遭遇レベル3
セットアップ
チャール（C）
無法者（B） 4 体
ハーフリングのチャールは死鼠団の一員であり（ただし
ワーラットではない）、またネヴァレンバーのスパイは必
ず見つけ出すといって活動している革命家でもある。彼は
英雄たちを挑発して戦闘に巻き込み、その途端彼の仲間た
ちが後ろから飛びかかってくる。
戦闘が始まったら、以下の文章を読み上げること：
ハーフリングは君たちに向かって嫌な笑みを浮かべる。「まあいい
――覚えとけよ、あんたらの自業自得だからな」
手首をひとひねりしたかと思うと彼は灰色の塊を床に投げつけ、そ
の瞬間もうもうたる煙が彼の姿を隠す。煙の中でハーフリングは揺ら
めく影になる――刃物を持った影に。

英雄たちは、広間の中であればどこからでも、この遭遇
を開始することができる（プレイヤーの誰もはっきりと指
定できなかった場合、Start Area から開始する）
。
英雄たちが前述の〈看破〉判定に成功していた場合、彼ら
は不意を討たれない。失敗していた場合、受動〈知覚〉が
19 未満の英雄は不意を討たれる。

この遭遇に関するポイント
英雄たちはこれまで大休憩なしに3 回の遭遇をこなしてきてお
り、今回はかなりきついものになるはずだ。この戦闘は彼らにとっ
て手ごわいものでなくてはならないが、技能を適切に使って戦い
を避けることも可能でなくてはならない（
「相手に合わせる」の項
目を参照のこと）
。
戦闘においては地形を最大限利用すること。チャールは特に
鏡の後ろに隠れたり、人形のふりをしたりする。
「このエリアの情
報」
を参照のこと。
チャールは死鼠団の一員であり、団の隠れ家への案内役とな
りうる。

チャール (C)

レベル3 奇襲役

小型・自然・人型、ハーフリング
hp：35；重傷値：17
イニシアチブ：＋6
〈知覚〉＋1
AC 17；頑健15 、反応17 、意志17
移動速度：6
特徴
ニンブル・リアクション／機敏な反応
チャールは、機会攻撃を受ける際に ACに＋2のボーナスを受ける。
バンブーズル／だまくらかし
チャールが攻撃を行なわず、そしてクリーチャーから遮蔽や視認困難を得て
チャールのターンを終了した場合は、チャールの次のターン終了時までク
リーチャーから”隠れる”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)：＋8 対 AC
ヒット ：1d6＋4ダメージ、チャールが目標から”隠れて”攻撃した場合は

4d6＋8ダメージ
マイナー・アクション
aスモーク・ペレット／煙玉 ◆ [無限回]

効果 ：遠隔範囲・爆発１・10マス以内。爆発範囲内のマスはチャールの

次のターン終了時まで軽度な隠蔽状態になる。
技能：〈軽業〉＋12、
〈運動〉＋8、
〈はったり〉＋10、
〈盗賊〉＋12
【筋】14 (＋3)
【敏】19 (＋5)
【判】11 (＋1)
【耐】11 (＋1)
【知】11 (＋1)
【魅】18 (＋5)
属性：無属性
言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ショートソード、煙玉４個
無法者 ×4 (B)

レベル2 遊撃役

中型・自然・人型、
ヒューマン
hp：37；重傷値：18
イニシアチブ：＋6
〈知覚〉＋1
AC 16；頑健12 、反応14 、意志12
移動速度：6
特徴
戦術的優位
無法者は『戦術的優位を提供するすべてのクリーチャー』に対して、＋1d6の
追加ダメージを与える。
標準アクション
mメイス([武器]) ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット ：1d8＋5ダメージ、および無法者は１マスシフトできる。

rダガー([武器]) ◆ [無限回]

攻撃 ：遠隔・１０ (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット ：1d4＋5ダメージ、および無法者は１マスシフトできる。

Mデイジング・ストライク ([武器]) ◆ 再チャージ: 攻撃をミスする 456
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、および無法者は目標を、無法者の次のターン終
了時まで幻惑状態にする。

効果 ：無法者は１マスシフトできる。
技能：〈隠密〉＋9、
〈事情通〉＋7、
〈盗賊〉＋9
【筋】12 (＋2)
【敏】17 (＋4)
【判】11 (＋1)
【耐】13 (＋2)
【知】10 (＋0)
【魅】12 (＋2)
属性：無属性
言語：共通語
装備：レザー・アーマー、メイス、ダガー４本

戦術
この遭遇の敵たちは英雄たちを捕虜にし、尋問してネ
ヴァレンバー卿に関する情報を吐かせようとしている。
チャール：このハーフリングのトリックスターは、足元
に煙の塊を叩きつけ、バンブーズル の能力を使って隠蔽され
たマス目に隠れるところから戦闘を開始する。
これは特に彼が不意討ちラウンドを獲得した際に有効で、
その場合、彼は自分の 1 回のアクションを、スモーク・ペレッ
ト を使用して隠れるのに使い、その後最初の全ラウンドを
使用して移動し、攻撃を行なう。
その後彼は煙の塊や人形や鏡を最大限有効活用し、隠れ
マネキン
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セッション 6 : 千 の 顔 の 家

その後の展開

チャールの冗談 :このハーフリングのト
リックスターを戦闘に巻き込んだが最後、
苛立つ敵に向かって彼が投げつける悪
口を聞かずには済まない。誰かに攻撃
されると彼は陽気に笑い、あるいは以下
のどれかを言う：
「斬ったけどしくじったか！」
「あぁ、そこに俺がいたと思ったんだな！」
「気を付けな、
自分で自分を刻んじまうぜ！」
「おおっと、まごつかせちまったかな」

M
X

隠れ場所からうまいこと一撃を当てられ
ると、チャールは怪我した敵をあざ笑うか、
あるいは以下のどれかを言う：

M

Start
Area

X

「驚いた！ 死んじゃったぜ！」
「俺を外したな？ 俺は外しゃしないけどな」
「でかぶつってなぁ、のろまだなあ」
「こっちだ――しっかり剣を持っとけ！」

B
X
B

M
B X

B

このエリアの情報
照明：窓から差し込む、薄れゆく陽光に
よる “明るい”光。
人形（X）：この人形たちはひと目で人形
だとわ かるが、 戦 闘 の 熱 狂 の 中では、
人形たちは驚くほど本物のように見える。
人形の隣に立つクリーチャーはすべて、
遠隔攻撃に対する防御値すべてに＋ 2
のボーナスを得る。それによって攻撃
がミスした場合、その人形は破壊され
る。人形はその場に固定されており、“移
動困難な地形”である。
鏡（M）：鏡を含むマス目にいるクリー
チャーは挟撃されない。攻撃により5 以上のダメージを
与えられると、鏡は破壊される。鏡が破壊されると、そ
のマス目は “移動困難な地形” になる。鏡を移動させるこ
とはできない。
テーブルと椅子：これらは “移動困難な地形”である。
窓：鎧戸は開いており、窓にガラスは入っていない。窓を
抜けて移動するには、1 マス追加で移動を消費する。
マネキン

M
C

X
M

X

M

ては攻撃、隠れては攻撃を繰り返す。
無法者たち：彼らは互いに、あるいはチャールとともに
敵を挟撃する。

相手に合わせる
状況があまりに危険になりすぎた場合、君は以下の調整を行
うことでプレイヤーの負担を軽くすることができる。
重傷の敵を逃げさせるか、チャールを降伏させる。
英雄たちは、戦うのではなく議論でかたをつけることもできる。

結末
この遭遇のあと何が起こるかについては、P.29に戻って参照
すること。

戦闘中に難易度 13の〈はったり〉
もしくは〈交渉〉判定に成功すれ
ば、チャールは戦闘ではなく議論でかたをつけるのに応じる。
このハーフリングは扇動者だが、臆病者でもある：無法者の1
人が重傷あるいは倒されていた場合、英雄たちは彼を威圧しよう
という試みに＋ 5を得る。
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第三章

デッド・ラット

本章は深夜、英雄たちが死 鼠団の根城に向かう準備をし
ているところから始まる。
本章の開始時に以下の文章を読み上げること：
今や死鼠団の隠れ家に関する確かな手掛かりを得た君たちは、真
夜中に行動を起こす計画を立てている。
実際このネヴァーウィンターでは物事が何もかも緊張の度合いを
高めてきているとセリスは言う。路上にはびこる噂は “失われた嗣子”
がまもなくネヴァレンバー卿に戦いを仕掛けるだろうとほのめかして
いる。この危機を回避するための手段がすぐに成し遂げられないなら、
ネヴァーウィンターの街路は血の海となるだろう。.

冒険者たちが死鼠団を調べるかどうか決めかねているな
ら、セリスは調査をすべきだと言い募る ―― あの血も涙
もない一団が “失われた嗣子” に手を貸しているというなら、
彼の掲げる倫理はどうなる？ “鼠” どもはおそらく英雄た
ちに、“嗣子” のやり方についてのより正しい見解を与えて
くれよう。でなければ “嗣子” と対面するための手掛かりを。
キャラクターたちが適切に振る舞い、かつあからさまに
ネヴァレンバー卿を支持するようなことがなければ、セリ
スはさらに、守護卿殿の統治に逆らう革命家たちの皆が皆、
チャールのような破壊的な人物ではないのだということに
言及する。
“アラゴンダーの息子たち” は心の底からネヴァーウィン
ターを思っているが、“新たな、ありがたからざる味方” す
し

セッション7：ブラックレイク

英雄たちは “千の顔の家” で休息を取っている（もし何ら
かの理由で彼らがこの宿屋での滞在を拒んだなら、それ以
外のどこかにいる）。
公園に入る前に、英雄たちは少し時間を取り、“千の顔
の家” のトラムとセリスと話をすることができる。セルド
ラもまた、さらなる情報を持って到着する。

セリスとトラム
キャラクターたちが出発する前に、“千の顔の家” の主た
ちと英雄たちが関わる最後の機会が与えられる。そこで何
が起きるかは、英雄たちがチャールをどうしたかにかかっ
ている。前回のセッションで何が起きたかプレイヤーに確
認し、最も多くのプレイヤーが経験している結果を選んで
話を進めること。
トラムとセリスはチャールを嫌っているが、彼が殺され
ればいいとまでは思っていない。もし英雄たちがチャール
を生かしておき、その処遇を主たちの手に委ねていたなら、
彼らはこの状況を解決してくれた礼として 2 本のポーショ
ン・オヴ・ヒーリング をくれる。2 人は英雄たちのこれか
らの旅の幸多いことを祈り、また、何人かの英雄はハーパー
の仲間に入らないかと誘われるかもしれない。
英雄たちがチャールを捕らえてニュー・ネヴァーウィン
ター当局に突き出していたなら、トラムは「あのハーフリン
グはそうされるだけのことをした 」と言い切るが、セリスは悲
しそうにしている。トラムは英雄たちにポーション・オヴ・
ヒーリング を 1 本くれる。
英雄たちがチャールを殺していたなら、トラムは英雄た
ちに対して腹を立てるが、セリス（彼女の兄よりもより実
際的で忍耐強い）は理解してくれる。ともあれ、先に仕掛
けたのはあのハーフリングなのだ（それに彼は鬱陶しい自
慢野郎だった）。彼女はそっと英雄たちにポーション・オ
ヴ・ヒーリング を 1 本渡し、彼らの任務に幸運があるよう
にと祈ってくれる。
英雄たちがチャールをどうしたかに関わらず、もし彼ら
が不必要にトラムとセリスの両方に対して乱暴に振舞って
いたなら、この兄弟は英雄たちに冷たく別れを言い渡し、
そして二度と戻ってくるなと言う。彼らから報酬が与えら
れることはない。
セリスはまた、英雄たちが必要とする基本的な装備や物
資を購入する機会を与えてくれる。

ADAM PAQUET TE

し

なわち死鼠団によって暴力的な方面に引きずられているの
だ。冒険者たちが “アラゴンダーの息子たち” を見つけ出せ
たなら、彼らは “失われた嗣子” とその真の動機についての、
もうひとつのよき情報提供者となるだろう。
セッション 7、ブラックレイクに進むこと。
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セルドラはその夜冒険者たちを見つけ出し、例のハーフ
リングが言っていた情報を裏付ける――ブラックレイクの
近くの古いボートハウスの中に、確かに入口があるのだ。
彼女は再度、死鼠団と革命家集団 “アラゴンダーの息子た
ち”は手を結んでいるのだと断言する。“嗣子”がこの関係を
どのように捉えているかは自分にはわからないが、彼がこ
の同盟に同意するとはどうも思えないと彼女は言う。
英雄たちはセルドラになんでも質問してよい。彼女は英
雄たちが知るべき情報はすべて教えてくれる。すなわち彼
女の属するティルマランド家の血統や彼女の動機、そして
彼女が “嗣子” に何を望んでいるのか等。彼女はキャラク
ターたちに対し、“失われた嗣子” の手助けをして欲しいと
再度言い募る。
この会合の間じゅう、セルドラは何かイライラして注意
散漫なように見える。もしそのことについて問われれば、
彼女はこう答える――あらゆる物事の沸点がもうすぐそこ
に迫っており、そして自分は単にニュー・ネヴァーウィン
ターが “嗣子” と彼の活動を叩き潰してしまうのを止めよう
としているのだ、と。彼女は英雄たちの幸運を祈り、そし
て誰もが同じもの――ネヴァーウィンターの平和――を望
んでいることを忘れないでくれと言う。

セッション 7：ブラックレイク

セルドラ

ブラックレイクへの道
準備が整い次第、英雄たちはブラックレイクへと向かう
ことができる。以下の文章を読み上げること：
君たちはブラックレイクが視界に入る前に、すでにそれを嗅ぎつけ
ている――その公園は沼と化しており、その腐敗した臭気で周囲の空
気を汚し続けている。近づいてゆくと、水をいっぱいに含んだ地面が
君たちの足を飲み込み始める。

現在の季節は夏であり、湖の周囲は干上がり、残された
泥混じりの水たまりが沼と化している。むっとする不快な
湿気がブラックレイク周囲に立ち込めている。冒険者たち
が沼地に踏み込んだら、キャラクターたちはそれぞれ難易
度 12 の〈持久力〉判定を 1 回ずつ行なわねばならない。失
敗した場合、そのキャラクターは移動速度に－ 1 のペナル
ティを被る。この効果は守護者の蔦の遭遇が終了するまで
続く。
キャラクターたちに沼地を探索させ、〈知覚〉判定をさせ
てボートハウスを見つけさせること。沼地の特徴について
は適宜自由に演出してよい。また、彼らをまっすぐボート
ハウスに行かせてもいい。

ボートハウス

この一帯に住むトゥイグ・ブライトが、キャラクターた
ちが現れたのを自動的に感知する。キャラクターたちがわ
き目も振らずに急行していたなら、彼らは待ち伏せの中に
突っ込んでしまうことになる。英雄たちの誰か 1 人が水面
を乱したりカヌーに手を出したりしたなら、トゥイグ・ブ
ライトは攻撃を仕掛け、冒険者たちの不意を討つ。
キャラクターたちは技能を使用して不意討ちを避けたり、
トゥイグ・ブライトに気づかれるのを避けようとすること
もできる。
〈知覚〉
（難易度 19）：冒険者たちは待ち構えているトゥイ
グ・ブライトに気づく。キャラクターのうち誰かがこの判
定に成功していたなら、パーティーは不意討ちされない。
〈隠密〉
（難易度 19）：そのキャラクターはトゥイグ・ブライ
トに気づかれることなくカヌーを調べたり水中に踏み込ん
だりすることができる。戦闘の開始時にこのキャラクター
は隠れている。

英雄たちがボートハウスにやってきたら、以下の文章を
読み上げること：
澱んだ水から木々と茨の迷路が伸び、そして臭気は一層酷くなって
くる。岸から少し離れたところに、苔むした建物があるのがおぼろげ
に見て取れる――そこが、目的地だ。
その建物へと延びる丸木でできた橋のたもとには、カヌーが一艘、
DAVE ALLSOP

水から引き上げられて転がっている。
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守護者の蔦

トゥイグ・ブライトの沼蔦×2 (V)

遭遇レベル2
セットアップ
トゥイグ・ブライトの若木（S）
トゥイグ・ブライトの沼蔦（V）
トゥイグ・ブライト
（B）		

4体
2体
2体

英雄たちが水面やカヌーに手を出したなら、遭遇の開始
となる。以下の文章を読み上げること：
澱んだ水面に波紋が広がり、小枝を束ねたものでこしらえた小さな
人型生物とも見えるクリーチャーは半ダースほど現れる。彼らは水面
を滑って君たちの方へとやってきながら、君たちの侵入に怒り狂って
甲高い声を張り上げる。

難易度 19 の〈知覚〉判定に成功してトゥイグ・ブライト
たちを見つけていない限り、英雄たちは遭遇の開始時に不
意を討たれる。彼らは遭遇の始まる前に Start Area よりも
先に進んでしまっていることも有りうる。
トゥイグ・ブライトの若芽×4 (S)

雑魚 レベル1 遊撃役

小型・フェイ・人型 (植物)
イニシアチブ：＋5
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
〈知覚〉＋6
AC 15；頑健12 、反応15 、意志13
移動速度：5 (森渡り)、登攀 5
暗視
抵抗：[毒] 5
特徴
ルーテッド／地に根付く
何らかの効果がこのトゥイグ・ブライトを押しやり、引き寄せ、または横滑り
によって移動させようとした時、このトゥイグ・ブライトはその効果に記さ
れた距離よりも３マス少ない距離しか移動しないことを選べる。
標準アクション
mクロー／爪([毒]) ◆ [無限回]

効果 ：このトゥイグ・ブライトは攻撃の前に２マスまでのシフトを行なう
攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋6 対 AC
ヒット ：3 [毒]ダメージ、目標に対して戦術的優位があるなら 5 [毒]ダメージ

技能：〈隠密〉＋8
【筋】7 (-2)
【敏】17 (＋3)
【耐】9 (-1)
【知】5 (-3)
属性：混沌にして悪

【判】12 (＋1)
【魅】10 (＋0)
言語：エルフ語

この遭遇に関するポイント
本遭遇は英雄たちにエキサイティングな、しかし簡単な挑戦
を提供するものである ―― ここでは何か真剣な、あるいは重要
な事柄が関係することはない。

キャラクター・テーマとの関わり
【ウスガート・バーバリアン】
はトゥイグ・ブライトたちを、
ずっ
と昔の大変動そのもの、
あるいはその他の魔法によって破壊され、
ブラックレイクに囚われた原始の精霊たちであると認める。重傷
のトゥイグ・ブライトに隣接したウスガート・バーバリアンは難易
度 19 の〈自然〉判定を行ない、精霊を去らせることでそのクリー
チャーのヒット・ポイントを0にすることができる。
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レベル3 兵士役

小型・フェイ・人型 (植物)
イニシアチブ：＋6
hp：42；重傷値：21
〈知覚〉＋8
AC 19；頑健14 、反応16 、意志15
移動速度：5 (沼渡り)、登攀 5、水泳 5
暗視
抵抗：[毒] 5 ; 脆弱性：[火] 5
特徴
ルーテッド／地に根付く
何らかの効果がこのトゥイグ・ブライトを押しやり、引き寄せ、または横滑り
によって移動させようとした時、このトゥイグ・ブライトはその効果に記さ
れた距離よりも３マス少ない距離しか移動しないことを選べる。
標準アクション
mクロー／爪([毒]) ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット ：1d6＋7 [毒]ダメージ

マイナー・アクション
M ヴァイン・スネア／蔦がらめ ◆ [無限回] (1ラウンド1回まで)

攻撃 ：近接・3 (クリーチャー１体)：＋6 対 反応
ヒット ：このトゥイグ・ブライトは目標を2マスまで引き寄せ、目標はつかま

れる(脱出難易度 13)
トリガー型のアクション
ポイズン・ラッシュ／毒の鞭打ち([毒]) ◆ [無限回]

トリガー ：このトゥイグ・ブライトにつかまれている敵が、このトゥイグ・ブ
ライトを目標に含まない攻撃を行なう

効果 (即応・対応)：近接・3 (トリガーを発生させた敵)

		
目標は5 [毒] ダメージを受ける
技能：〈隠密〉＋9
【筋】12 (＋2)
【敏】17 (＋4)
【判】14 (＋3)
【耐】10 (＋1)
【知】6 (-1)
【魅】10 (＋1)
属性：混沌にして悪
言語：エルフ語
トゥイグ・ブライト×2 (B)

レベル2 奇襲役

小型・フェイ・人型 (植物)
イニシアチブ：＋9
hp：28；重傷値：14
〈知覚〉＋8
AC 16；頑健12 、反応16 、意志14
移動速度：5 (森渡り)、登攀 5
暗視
抵抗：[毒] 5 ; 脆弱性：[火] 5
特徴
ルーテッド／地に根付く
何らかの効果がこのトゥイグ・ブライトを押しやり、引き寄せ、または横滑り
によって移動させようとした時、このトゥイグ・ブライトはその効果に記さ
れた距離よりも３マス少ない距離しか移動しないことを選べる。
標準アクション
mクロー／爪([毒]) ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット ：1d6＋7 [毒]ダメージ

M ブライテッド・クロー／荒廃の爪 ◆ 再チャージ : トゥイグ・ブライトが“不可視”
を使用した時
攻撃 ：近接・1 (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット ：2d6＋8 [毒]ダメージ、および目標は”弱体化状態”となる(セーヴ終了)
ミス ：半減ダメージ、および 目標は そのクリーチャーの次のターン終了ま
で“弱体化状態”となる。
インヴィジビリティ／不可視化([幻])◆ 再チャージ : トゥイグ・ブライトが“荒廃
した爪”を使用した時
効果 ：トゥイグ・ブライトは次のターン開始まで”不可視”状態となる
技能：〈隠密〉＋10
【筋】8 (＋0)
【敏】18 (＋5)
【判】14 (＋3)
【耐】10 (＋1)
【知】6 (-1)
【魅】10 (＋1)
属性：混沌にして悪
言語：エルフ語

戦術
トゥイグ・ブライト：これらのクリーチャーは不可視と
なり、攻撃に最適な場所に位置取りし、その後ブライテッ
ド・クロー で襲い掛かる。そして可能となればすぐにトゥ
イグ・ブライトたちは再びインヴィジビリティ を使用し、

セッション 7 : 守 護 者 の 蔦

丸 太 造 り の 橋： 丸 太 造りの 橋 が 1 本、
岸辺からボートハウスへと掛かってい
る。沼地渡りを持たないクリーチャー
は、〈軽業〉判定（難易度 8、1 回の移
動で 3 マス以上移動する場合は難易
度 13）に成功すればその橋を歩いて
渡ることができる。この判定に失敗し
たクリーチャーは伏せ状態になり、1
回のセーヴィング・スローを行なわね
ばならない。そしてこれに失敗すると、
最も近い沼地のマス目へと1 マス横滑
りする。
茨：沼地の中の” 移動困難な地形” の印
のあるマス目は、沼地の中から棘だら
けの蔓が伸びている場所である。沼
地渡りを持たないクリーチャーがこの
ようなマス目に入るかそこでターンを
開始した場合、3 点の［毒］
ダメージを
被る。
沼地：マップ上の青色がついたマス目
もまた” 移動困難な地形” である。これ
らは妨害となる地形とは見なされない。
沼地渡りを持たないクリーチャーは沼
地のマス目への強制移動に抵抗する
ためのセーヴィング・スローが得られ
ない。
木々：水の中から伸びる木々は、木々
のあるマス目のどれ か にいるクリー
チャーすべてに部分遮蔽を与える。こ
れらは遮断地形ではない。

B
S
S

V

Start
Area

V
S
S
B

よりよい位置へと移動する ―― 特に 1 体以上の敵が範囲
攻撃を使用した場合には。彼らはユニットとして行動し、
交互に攻撃を行なっては不可視になる。そして敵が彼らの
うちどちらか 1 体に集中できないようにするのだ。
トゥイグ・ブライトの若苗：これらのクリーチャーは相
手に群がる攻撃を行ない、可能ならば戦術的優位を得よう
とする。他のトゥイグ・ブライトたちと同様、彼らは優れ
た機動性を活かし、敵を簡単にはシフトや脱出の不可能な
沼地へと引きずり込もうとする。
トゥイグ・ブライトの沼蔦：これらのクリーチャーは英
雄たちを沼地に引きずり込むのが仕事だ。彼らはまた、ク
リーチャーを茨の中のような妨害となる地形にも引き込も
うとする。

このエリアの情報

照明：” 薄暗い” 光。月光が木の梢を通して射し込んでいる
が、この一体はどんよりと薄暗く、英雄たちが光源を持っ
ていない限り、はっきりとした視界を得るには夜目が必要
である。
カヌー：腐食しきった古いカヌーが 1 艘、岸辺に横たわっ
ている。英雄たちは自動的にカヌーを見つけ、またその
中に朽ち果てた死体があるのに気づくこともできる。死体
の傍には貨幣とアイテムがいくつかある（「報酬」の項目参
照）。

結末
英雄たちがトゥイグ・ブライトたちを倒してしまうと、もう彼ら
がボートハウスに入るのを邪魔するものはない。そこにはブ
ラックレイクの下水道へと繋がる秘密の通路がある――部屋
の真ん中にある。埃だらけで半ば朽ちかけた絨毯の下に、跳
ね上げ戸が隠されているのだ。それを開けると下水――この
一帯が湖の一部ではなくちゃんとした街路だった頃の名残―
―へと下ってゆくトンネルが現れる。

報酬
本セッションの後、ブラックレイク近くの公園に入り込み、トゥ
イグ・ブライトたちを処理したことについて英雄たちそれぞれ
に300XPを与えること。

宝物
英雄たちがみつけたカヌーの中の死体の傍には、（10×英
雄たちの人数）gp、そして魔法のアイテムが1つある。宝物表
（P.3）
をロールし、何があったか決定すること。
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セッション8：
ブラックレイクの下水道

セッション 8 の開始時に以下の文章を読み上げること：
ボートハウスはせせこましくて埃っぽく、長いこと打ち捨てられてい

たのは明らかだ。室内にあるものといえば、今にも壊れそうな木製の
テーブル以外には、半ば朽ちかけた絨毯ばかりだ。
君たちが絨毯を剥がすと、この一帯が安定した地面の上に落ち着
いていた頃に作られたのであろう、がっしりとした石の下水管が現れ
る。下水管は腐った肉のような臭いがするが、息が出来ないほどでは
ない。ガタガタのはしごが一筋、闇の中へと降りている。

下水管は下の下水道へと繋がっている。元々はドワーフ
たちの仕事であるこの下水管はしっかりした石でできてい
たが、次第に汚れていく湖の水のせいで年と共に徐々に腐
食していっている。下水管の縁には亀裂が走っており、大
柄な身体（ちょうど英雄たちのような）が 1、2 度ぶつかれ
ば亀裂はそのまま砕け、下水管の中に湖の水が一気に流れ
込むだろう。
英雄たちが伝い降りて行く時、以下の文章を読み上げる
こと：
下水管の中はひどく窮屈に感じられ、はしごの横木は握り締める君

パーティーの残りの者たちのために安全な経路を確かめ
る。失敗した場合、そのキャラクターは足を踏み外し、滑っ
て足首を捻ったせいで 5ダメージを負う。
〈軽業〉
（難易度 19）：そのキャラクターは特別に狭い岩棚
や管の一部を抜け、パーティーの他の者たちのために手
がかりや安全な足がかりを見つけてやる。失敗した場合、
そのキャラクターは滑って落下し、5ダメージを負う。
〈知覚〉
（難易度 19）：その英雄は足跡その他の手掛かりを
見つけ、死 鼠団の本拠地を示す手掛かりを探し出す。失
敗した場合そのキャラクターはそれらの手がかりに却って
惑わされ、パーティーを特に毒性の強い悪臭の漂うトン
ネルの中に連れてきてしまう。キャラクターたちはそれぞ
れ［毒］
ダメージ 2 を負う。
〈持久力〉
（難易度 19）：その英雄はとりわけ酷い臭いの充
満したトンネルに率先して踏み込み、凄まじい悪臭に耐
えて仲間たちのために安全な道を見つけてやる。失敗し
た場合、そのキャラクターはこのセッションの終了時まで
すべての防御値に－ 2 のペナルティを負う。
〈地下探検〉
（難易度 19）：そのキャラクターは天井の特に
緩んでいる場所を見つけ、他の人々にそこを避けるように
と言う。失敗した場合、キャラクターは天井の緩んでいる
兆候を見落とし、天井の一部が落下してきてパーティー
全員にそれぞれ 2ダメージを追わせる。
デット・ラット

たちの手の中でぬるりと滑る。下水道のむかつくような臭気が下から
立ちこめ、君たちは下るほどにいつ息ができなくなるかと怯える羽目
になる。

30 年前の大地震のせいで、この下水道は都市の他の部
分からほぼ切り離されてしまっている。ブラックレイクは
本来もっと小さく、現在いる一帯は都市の街路の地下で
あった。現在ここは明らかに湖の地下と化しており、英雄
たちは水がゆっくりと滴り落ち、頭上の石組みが湖の水の
重みで軋むのを目の当たりにする。
そうやって進んでいく間に、英雄たちは腐敗の様々な段
階にある多くの遺体を目にする。それらはワーラットたち
（下水道のクリーチャーどもの手によって恐ろしい最期を
遂げたここの住人や単なる犠牲者、侵入しようとしていた
者、或いはその他の不幸な連中）の亡骸である。
ワーラットたちは自分たちのねぐらにあっさりと入り込
まれかねない手掛かりを残すような愚か者ではない。石の
管を下るのは簡単なことではないし、それに冒険者たちに
してからがそれなりに苦労しなければ降り切ることはでき
ないようなシロモノなのだ。

下降
下水道にたどり着くには、パーティー一行はそのほとん
どが崩れかけて危険な状態になった管とトンネルの入り組
んだ網の目を抜けていかねばならない。キャラクターたち
はそれぞれ、以下の技能のうち 1 つの判定を 1 回行なわね
ばならない：〈運動〉、〈軽業〉、〈知覚〉、〈持久力〉
、あるい
は〈地下探検〉。すべてのキャラクターに同時に判定を行な
わせてもよいし、1人ずつ順番に判定をさせてはパーティー
一行の道行を物語として描写してもよい。
〈運動〉
（難易度 19）：そのキャラクターは下水管を這い降り、
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キャラクターたちが全員技能判定をし終えたら、下水道の見
張りの遭遇へ進むこと。

キャラクター・テーマとの関わり
【エア・オヴ・デルザウン】はこの下水管がドワーフの石工の
手になるものと見抜き、その構造の弱っている場所を指摘するこ
とができる。そのキャラクターは下水道内での〈地下探検〉判定
に＋ 4のボーナスを得る。
【デッド・ラット・ディザーター】
はかつて団にいた経験から
下水道の中を上手く動き回ることができる。そのキャラクターは
下水道内での〈軽業〉
判定に＋ 4のボーナスを得る。
【パック・アウトキャスト】はこれまでにもライカンスロープ
の足跡を見分けてきた経験がある。そのキャラクターは下水道を
抜けていく際の〈知覚〉
判定に＋ 4のボーナスを得る。

君たちの周り中で小さなパイプが一斉に身じろぎしたかと思うと、
ラットの群れが君たちめがけて駆け下りて来る。その中にはひときわ
大きなラットが2体。同時に水の中から大きなクロコダイルが浮き上

遭遇レベル2

がってくる。

「下降」の項目が終わったら、以下の文章を読み上げるこ
と：

クロコダイル：クロコダイルたちはそれぞれ異なった
キャラクターに対して攻撃する。クロコダイルたちはラッ
トたちには目もくれない。英雄たちに比べれば大した餌と
はいえないからだ。ワーラットたちはいつもクロコダイル
に餌をやり、彼らを手懐けてきた。しかし今夜、彼らはク
ロコダイルたちを腹ぺこのままにし、獣たちがより攻撃的
になるように仕向けている。
ダイア・ラット：これらのクリーチャーは敵がラット・
スウォームやクロコダイルに手一杯なところを利用する。
ラット・スウォーム：ラット・スウォームはスウォー
ム・アタック やスウォームの特徴を利用して敵を自身のマ
ス目に移動させ、より脱出しづらくする。

その管の最後は数段の階段となっており、その階段を降ると下水
がすぐ脇に流れる小さな部屋に出る。
部屋を占めているのは、いかにも狡猾そうで訳知り顔をしたハーフ
リングの彫像である。それは守護者めいてそこに立っているが、奇妙
なことにその像は全く汚れていない。何らかの理由で、ここの住民た
ちは非常な努力をしてこの像が汚れないようにしているらしい。

キャラクター・テーマとの関わり
【デッド・ラット・ディザーター】はこの彫像がラスカンの死
鼠団の頭領であるハーフリング、トイテールの似姿であるとわか
る。ここネヴァーウィンターでは彼らは他のものと手を結んでいる

クロコダイル×2 (C)

ようだが、この像は彼らの真の忠誠を想起させるべくあるかのよ

レベル3 兵士役

中型・自然・野獣 (爬虫類)
hp：46；重傷値：23
AC 19；頑健16 、反応14 、意志15
移動速度：4 、水泳 8
標準アクション
mバイト／噛みつき ◆ [無限回]

うだ。

セットアップ
クロコダイル（C）		
走り回るラットの大群（S）
ダイア・ラット（R）		

戦術

セッション 8 : 下 水 道 の 見 張り

下水道の見張り

イニシアチブ：＋4
〈知覚〉＋3
夜目

必要条件 ：クロコダイルは、クリーチャーをつかんでいてはならない
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、およびクロコダイルは目標をつかむ(脱出難易

2体
1群
2体

度13)
M クラッシング・ジョーズ／噛み砕く顎◆[無限回]

効果 ：近接・1 (クロコダイルにつかまれているクリーチャー１体);

キャラクターたちにトンネルを降りさせてやること。

		
目標は 2d8 ＋ 3のダメージを受ける
技能：〈隠密〉＋7
【筋】17 (＋4)
【敏】12 (＋2)
【判】14 (＋3)
【耐】14 (＋3)
【知】1 (-4)
【魅】7 (-1)
属性：無属性
言語：－

英雄たちが到着した際、最初、クロコダイルたちは水面下に隠れて
いる。難易度23の〈知覚〉判定に成功すれば、英雄たちはそれを見つ
けることができる。少なくとも1人のキャラクターがトンネルを20〜
30フィート（4～6マス）降りてくるまでは、モンスターたちは攻撃を行
なわない。条件が整ったら、以下の文章を読み上げること：

S

R

C
C

Start Area

R
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走り回るラットの大群 (S)

レベル1 遊撃役

この遭遇に関するポイント

中型・自然・野獣 (大群)
hp：27；重傷値：13
イニシアチブ：＋9
〈知覚〉＋8
AC 15；頑健13 、反応15 、意志11
移動速度：6 、登攀 2
暗視
抵抗：近接攻撃と遠隔攻撃は半減ダメージ
脆弱性：近接範囲、および遠隔範囲 ; 5
特徴
スウォーム・アタック／群がり攻撃 ◆オーラ1
オーラ内でターンを終了した敵すべてに対して 4 ダメージをあたえる。そし
てスウォームはフリー・アクションとして1マス横滑りできる。
スウォーム／大群
スウォームは他のクリーチャーと同じマスを占めることができる。また、て
きがそこに侵入する場合、移動困難地形として扱う。スウォームは近接攻
撃や遠隔攻撃により、引き寄せ／押しやり／横滑り させることはできない。
スウォームは、1体のクリーチャーが占める事ができるスペースが空いてい
ればに無理やり入り込むことができる。
標準アクション
mスウォーム・オブ・ティース／群れなす顎 ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋6 対 AC
ヒット ：1d10＋3 ダメージ、このターンにスウォームが2マス以上移動して
いた場合は 1d10＋8 ダメージ

効果 ：スウォームは１マス シフトできる。
【筋】12 (＋1)
【敏】16 (＋3)
【判】9 (-1)
【耐】11 (＋0)
【知】1 (-5)
【魅】7 (-2)
属性：無属性
言語：－
ダイア・ラット×2 (R)
小型・自然・野獣
hp：38；重傷値：19
AC 13；頑健13 、反応11 、意志 9
移動速度：6 、登攀 3
標準アクション
mバイト／噛みつき ◆ [無限回]

レベル1 暴れ役
イニシアチブ：＋2
〈知覚〉＋5
夜目

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋6 対 AC
ヒット：1d10＋5 ダメージ、および遭遇が終了する際に目標はセーヴィング・

スローを行なわねばならない。これに失敗すると、目標は”汚染熱(第1段
階)”に罹患する。
技能：〈隠密〉＋7
【筋】14 (＋2)
【敏】15 (＋2)
【判】10 (＋0)
【耐】18 (＋4)
【知】2 (-4)
【魅】6 (-2)
属性：無属性
言語：－
お わ い

レベル3の病気

汚穢熱

この病気に感染した者には、
寒気と極度のほてりとが交互に襲ってくる。
第0段階：目標は病気から回復する。
第1段階：第1段階にいる間、目標は回復力1回ぶんを失う。
第2段階：第2段階にいる間、目標は回復力1回ぶんを失う。
第3段階：第3段階にいる間、目標は回復力をすべて失い、
ヒット・ポイントを回復することができなくなる。
目標はさらにAC、“頑健”および“反応”防御値に－2のペナルティ
を負う。

判定 ：罹患の第１もしくは第２段階にある場合、目標は大休憩の終了時
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毎に〈持久力〉判定1回を行なう。
8以下：病気の段階は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。

下水道のこの地区はワーラットたちによっては守られていない。
というのも、彼らは下水の天然の住民たちを信頼し、英雄たちが
自分たちのねぐらにたどり着く前に、この獣たちがキャラクターた
ちを弱らせてくれるだろうと信じているのである。セルドラはワー
ラットたちにキャラクターたちの到来を知らせており、よって彼ら
はずっと奥のほうで待ち構えている。
この遭遇は単純なものとして書かれている。とはいえ、キャラ
クターたちは汚穢熱にかかる危険性がある。ダイア・ラットに噛
み付かれたキャラクターはすべてこの遭遇の終了時にセーヴィン
グ・スローを行ない、病気への罹患の有無を確かめねばならな
いことを忘れないこと。

このエリアの情報
照明：暗闇。
下水の水：下水の水は水泳移動速度を持たないすべてのク
リーチャーにとって “移動困難な地形” である。水の中で
ターンを終了した重傷のクリーチャーはすべて、汚穢熱 に
感染する危険がある。そのクリーチャーは本遭遇の終了
時にセーヴィング・スローを行なわねばならない。失敗
した場合、そのクリーチャーは汚穢熱（第 1 段階）に感染す
る。
大きな下水管：難易度 8 の〈運動〉判定に成功したキャラク
ターはこの大きな下水管をよじ登ることができる。
小さな下水管：難易度 8 の〈軽業〉判定に成功したキャラク
ターはこの管に沿って歩くことができる。
彫像：このハーフリングの彫像は遮断地形である。難易度
20 の〈事情通〉判定に成功したキャラクターは、この彫像
はラスカンから “死んだ鼠” 団に命令を下しているトイテー
ルの大雑把な似姿であるとわかる。

結末
遭遇終了時、キャラクターたちは下水道を抜けて死鼠団
の本拠地を目指す前に休息を取ることができる。

報酬
下水の中に降りたこと、およびラット及びクロコダイル
との戦闘について、キャラクターたちはそれぞれ 300XP
を得る。

ブラックレイク地区の下水道へと降りて行く冒険者たち
は、今や死 鼠団の隠れ家に足を踏み入れている。“死んだ鼠”
たちは冒険者たちの到来を知っており、抜け目無い見張り
を続けている。それでも、冒険者たちは連中に忍び寄った
り、“死んだ鼠” たちをうまく言いくるめて鼠穴に入り込む
ことができるかもしれない。
デッド・ラット

〈知覚〉
（難易度 20、待ち伏せしていた場合）：君は押し殺
したささやき声や革の軋む音を耳にする。つまりワーラッ
トどもはすでに戦闘の準備を万端に整えているのだ。
〈知覚〉
（難易度 23、キャラクターたちがねぐらの中を覗き
込めていた場合）：ねぐらの壁の 1 つにレバーが取り付け
られている。その汚れきった様子からするに、このレバー
は例え使われたことがあるにしても、そうそう頻繁ではな
さそうだ。

忍び込む

死鼠団のねぐら
セッションの開始時に以下の文章を読み上げること：
ずっと東の方に小さな明かりが見え、そして行く手を塞ぐ落とし格
子が明かりの中に見える。
ひそひそと聞こえるささやき声で、君たちの追っている相手がそこ
にいることがわかる ―― そう、ワーラットだ。

英雄たちを Start Area に配置すること。落とし格子は閉
まっている。その場所から、キャラクターたちは “忍び込
む”、“話しかける”あるいは “扉を蹴破る”（後述参照）を試み
ることができる。

ねぐらに近づく
英雄たちは以下の判定を行なうことができる。
〈看破〉
（難易度 13）：ここが唯一の死鼠団のねぐらであると
考えるには、この場所は狭すぎる。ここは多くの隠れ家
のひとつに過ぎないだろう。
〈看破〉
（難易度 20）：ここまでの下水道に連中の手勢が配
置されていなかったのはいかにも奇妙だ。このねぐらは
ほとんど使われていないか――あるいはギャング共は君
たちの接近を察知しているようだ。
〈知覚〉
（難易度 13）：2 つの声が声高に何事か言い立てて
いる。どうやら君たち一行について説明しているようだ。
そして彼らは何やら “簒奪者 (もしくは僭主 ) のイヌども” に
よる攻撃がどうとかと言っているらしい。
さんだつしゃ

せんしゅ

キャラクター・テーマとの関わり
この死鼠団の分隊の頭は名前をニックスといい、
【デッド・
ラット・ディザーター】のことを知っている。彼は英雄の名を呼
び、久しぶりだなと言う。このギャングと脱走者は文字通り完全
に袂を分かったというわけではなく、英雄はそのワーラットを言
いくるめ、
（少なくとも自分たちが攻撃可能な距離に近づくまでの
間）
自分が団の仲間であると信じ込ませることができる。
この英雄はワーラットたちにたいする〈交渉〉あるいは〈はった
り〉
判定に＋ 2のボーナスを得る。
セッション 8と同様、
【パック・アウトキャスト】はライカンス
ロープに関して役に立つ知識を持っており、そしてそのキャラク
ターはワーラットの戦利品の中に2 つの特別な品物を見つける。

英雄たちは難易度 9 の集団〈隠密〉判定を試みることがで
きる。パーティーの少なくとも半数が成功したなら、キャ
ラクターたちは気づかれずに落とし格子まで到達すること
ができる。失敗した場合、ワーラットたちがキャラクター
たちに気づき、襲いかかってくる。
また、単独で落とし格子まで忍び寄ろうとすることもで
きる。難易度 13 の〈隠密〉判定に成功したなら、そのキャ
ラクターは気づかれずにたどり着けたことになる。
こっそりと落とし格子を開けるには難易度 13 の〈盗賊〉
判定が要求される。難易度 13 の【筋力】判定に成功した場
合でも落とし格子を開けることはできるが、その場合大き
な音がしてワーラットたちの注意を引いてしまう。
キャラクターたちがワーラットたちの注意を引くことな
く落とし格子を抜け切れたなら、彼らはワーラットたちの
不意を討てる。

セッション 9：死 んだ 鼠 の 鼠 穴

セッション9：死んだ鼠の鼠穴

話しかける
英雄たちが隠れることなく堂々と近づいていった場合、
彼らはワーラットたちに対して社交的な技能を用いること
ができる。
最初に落とし格子に近づいた英雄は必ず技能判定を行な
わねばならない。判定が成功する毎に、英雄の 1 人（判定
を行なった本人でも、別の英雄でもいい）が 1 回の移動ア
クションを取ることができる（おそらく “落とし格子に近づ
く” ことになるだろう）。判定が初めて失敗した時点でイニ
シアチブをロールし、遭遇を開始すること。
〈交渉〉／〈はったり〉
（難易度 13）：君の爽やかな弁舌に
つい聞き入り、ギャングたちは攻撃の手を止めてしまう。
〈威圧〉
（難易度 13）：本質的には臆病者のワーラットたち
は、怒り狂いはするものの攻撃してはこない。

扉を蹴破る
英雄たちが忍び寄るなり話しかけるなりに失敗した場合
（あるいは最初からその試みをしなかった場合）、ワーラッ
トたちは叫び声を上げ、襲いかかってくる。どちらの側も
不意を討たれることはない。
イニシアチブをロールし、鼠の巣の中への遭遇に進むこ
と。

その宝物庫には銀引きされたダガーがひと振り、そして銀引きさ
れたショートソードがひと振りあり、それを使えばワーラットたち
の再生を防ぐことができると【パック・アウトキャスト】は知っ
ているのだ。
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鼠の巣の中へ

この遭遇に関するポイント
話を進めるためには、ワーラットの 1 体が大浸水の機構を作

遭遇レベル3

動させねばならない（
「その後の展開」
を参照）
。
生き残ったラットが 1 体のみとなった場合（さらに重傷となった
場合）
、そのラットは機構を作動させる。

セットアップ
走り回るワーラット（W）

ワーラットに機構を作動させる機会を与えずに英雄たちがモン

5体

スターを皆殺しにした場合、レバーに最も近い “殺された” ラット
がそこに這い寄り、機構を作動させる。

遭遇の開始時に、以下の文章を読み上げること：
デッド・ラット

いかにも物騒な君たちに警戒した 死 鼠 団のギャングたちは姿を
変え始める。身体が毛で覆われ、鼻と口は大きく突き出す。そして鼠
そっくりのクリーチャーどもは武器を構え、襲いかかってくる。
走り回るワーラット×5 (W)

レベル3 遊撃役

中型・自然・人型 (変身生物)、
ヒューマン
hp：37；重傷値：18
イニシアチブ：＋7
〈知覚〉＋7
AC 17；頑健16 、反応14 、意志13
移動速度：6 、登攀 4 (ラット、またはハイブリッド形態時のみ)
夜目
特徴
リジェネレーション／再生
このワーラットは自分のターンの開始時にhpが１以上であるなら5 hpを回
復する。このワーラットが銀の武器からダメージを受けると、次のこのワー
ラットのターンにはこの再生は機能しない。
標準アクション
mrダガー([武器]) ◆ [無限回]

走り回るワーラット：キャラクターたちがねぐらに到達
するまで、ねぐらの中のワーラットたちはキャラクターた
ちと距離を取り、落とし格子の隙間からダガー を投げつけ
てくる。その後、近接戦闘となると敵に噛み付いたり斬り
つけたりしてくる。ワーラットたちは協働して敵に当たろ
うとする。彼らはすでに継続的ダメージによって流血して
いない敵に噛み付く。
重傷になると彼らはチェンジ・シェイプ およびラット・スカ
リー を使用してねぐらの裏手に移動し、再生する間は遠く
から攻撃を仕掛けようとする。

必要条件： このワーラットはヒューマンまたはハイブリッドの形態でなけ

このエリアの情報

攻撃 ：近接・１ または遠隔10 (クリーチャー１体)：＋8 対 AC
ヒット ：1d6＋6ダメージ、目標に対して戦術的優位があるなら 2d6＋6ダメ

照明：蝋燭や弱々しく燃える松明の光で、ねぐらの中は “薄
暗い”。
木箱と樽：この中にはワーラットたちの物資や盗んだ品物
が入っている。これらは “移動困難な地形”である。
落とし格子：この落とし格子は鍵がかかっている。落とし
格子は、格子越しに行なわれる近接および遠隔攻撃に対
して部分遮蔽を与える。こっそりと落とし格子を開けるに
は難易度13の〈盗賊〉判定が要求される。難易度13の【筋
力】判定に成功した場合でも落とし格子を開けることはで
きるが、その場合大きな音がしてワーラットたちの注意を
引いてしまう。
小さな下水管：この管に沿って歩こうとするキャラクターは
難易度 8 の〈軽業〉判定に成功しなければならない。失敗
した場合伏せ状態になる。
下水の水：下水の水は水泳移動速度を持たないすべてのク
リーチャーにとって “移動困難な地形” である。水の中で
ターンを終了した重傷のクリーチャーはすべて、汚穢熱に
感染する危険がある。そのクリーチャーは本遭遇の終了
時にセーヴィング・スローを行なわねばならない。失敗
した場合、そのクリーチャーは汚穢熱（第 1 段階）に感染
する。
テーブル：テーブルは “移動困難な地形”である。
渦：こ渦のマス目に入ったクリーチャーは、そこから脱出す
るために難易度 13 の〈運動〉判定を行なわねばならない。
失敗した場合、そのクリーチャーは移動できず、移動の
ために使用したアクションを失う。渦の中でターンを終了
したクリーチャーは、渦に沿って時計回りに 1d4 マス移動
する。

ればならない。

ージ
mバイト／噛みつき([病気]) ◆ [無限回]

必要条件： このワーラットはラットまたはハイブリッドの形態でなければ
ならない。

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、目標に対して戦術的優位を得ているなら、さらに

継続的ダメージ 5(セーヴ・終了)。この遭遇が終了する際に、目標は１回
のセーヴィング・スローを行なわねばならない。
これに失敗すると、
目標は”汚染熱(第1段階)”に罹患する。
移動アクション
ラット・スカリー／駆け抜けるネズミ ◆ [無限回]

必要条件： このワーラットはラットの形態でなければならない。
効果 ：このワーラットは移動速度分のシフトを行なう。

マイナー・アクション
チェンジ・シェイプ／形態変化([変身]) ◆ [無限回]

効果 ：ワーラットは肉体の形態を変化させ、超小型のラットか、中型サイズ

のヒューマンまたはハイブリッドの形態に変身する。
技能：〈はったり〉＋6 、
〈隠密〉＋10
【筋】10 (＋1)
【敏】18 (＋5)
【判】12 (＋2)
【耐】15 (＋3)
【知】13 (＋2)
【魅】11 (＋1)
属性：悪
言語：共通語
装備：ダガー６本
お わ い

レベル3の病気
汚穢熱
この病気に感染した者には、寒気と極度のほてりとが交互に襲ってくる。
第0段階：目標は病気から回復する。
第1段階：第1段階にいる間、目標は回復力1回ぶんを失う。
第2段階：第2段階にいる間、目標は回復力1回ぶんを失う。
第3段階：第3段階にいる間、目標は回復力をすべて失い、
ヒット・ポイントを回復することができなくなる。
目標はさらにAC、“頑健”および“反応”防御値に－2のペナルティ
を負う。

判定 ：罹患の第１もしくは第２段階にある場合、目標は大休憩の終了時
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戦術

毎に〈持久力〉判定1回を行なう。
8以下：病気の段階は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。

W

W
W

Start
Area

W

その後の展開

報酬

遭遇の終わり近く、重傷のワーラットが 1 体残るばかり
の状況になった際、そのワーラットは木箱の脇の壁際に移
動して緊急レバーを引く。するとブラックレイクの水が頭
上から流れ込み、大洪水となってねぐらを沈めてしまう。
以下の文章を読み上げること：

ワーラットたちと話をし、戦ったこと、そして大洪水か
ら生き延びたことに対して、英雄たちはそれぞれ 300XP
を受け取る。

突き出した鼻面から血を滴らせながらそのワーラットは甲高い声
で笑い、そしてねぐらの南端のパイプの傍にあった、いつのものとも
知れぬべとついたレバーを引く。君たちの耳に雷鳴のような音が轟き、
そして突然黒い水がそのパイプから吹き出してきてその場にあふれ
かえる。

結末
英雄たちは水流に巻き込まれ、下水を凄まじい勢いで流
されてゆく。以下の文章を読み上げること：

セッション 9 : 鼠 の 巣 の 中 へ

W

宝物：ワーラットたちは 100gp× 英雄たちの人数ぶんの価
値のある貨幣や宝石、その他の品々を盗んで溜め込んで
いた。それに加えて、魔法のアイテムも1 つある；宝物表
（P.3）を ロ ー ル し、 何 が あ っ た か 決 定 す る こ と。
キャラクターたちがそうしたいと望むなら、本シーズン
の終了時にこれらの品々をしかるべき持ち主もしくはネ
ヴァレンバー卿に返却することもでき、その場合は返却し
たのと同額の報酬が別に与えられる。
英雄たちは、これらの品々が自分たちの周囲に散らばっ
ているのを発見する。

水流は君たちを巻き込み、そうして気づくと君たちは凄まじい勢い
で下水を流されてゆく。

英雄たちはそれぞれ、以下の判定のうちどれか 1 つを行
なわなければならない：〈運動〉、〈軽業〉、または〈持久力〉
（難易度はすべて 20）。これは障害物に叩き付けられたり、
壁に行く手を阻まれたり、或いは溺れたりするのを避ける
ための判定である。失敗した場合、英雄は回復力 1 回ぶん
を失う。
下水を抜ける恐ろしい旅の果てに、水は別の地下の水貯
めに吸い込まれてゆき、そして英雄たちは（ワーラットと
一緒に）クラーケンのトンネル（セッション 10）で息を切ら
せてへたり込むことになる。以下の文章を読み上げるこ
と：
水は君たちを自然洞窟の中に運び込むと、巨大な地割れの中に吸
い込まれていってしまう。ワーラットのねぐらから流されたらしい残骸
が、下水のどこかほかの場所から運んでこられたと思しき品々と一緒
にそこここに散らばっている。
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セッション10：
クラーケンのトンネル

前回のセッションでワーラットが洪水のレバーを引くと、
水はトンネルや下水を抜けてキャラクターたちを数百
フィートも先まで押し流し、最終的に彼らをクラーケンの
トンネルに放り出していく。

キャラクター・テーマとの関わり

掴みかかるクラーケン
遭遇レベル3
セットアップ
グリーン・スライム（G）		
2体
			
8本
クラーケンの触手（K）
走り回るワーラット（S）※		
1体
（※ データ・ブロックについては P.40 を参照）

【サイオン・オヴ・シャドウ】
、
【ブレガン・ドゥエイアゼ・
スパイ】
、あるいは【デッド・ラット・ディザーター】をプレイ
しているキャラクターはすべて自動的に以下の情報を知っている。
というのもそのキャラクターの過去は “日陰の組織” と関わりがあ
るからだ。あるいは難易度 20 の〈事情通〉あるいは〈歴史〉判定
に成功したキャラクターも以下の情報を知ることができる。
パーティー一行が到着したトンネルは、かつてクラーケン団の
領分だったトンネルや部屋の一部である。このクラーケン団とい
うのは奴隷商人やブラック・マーケットの商人どもの冷酷極まり

ネヴァーウィンターの地下には半ば狂ったクラーケンが
住み着いている。キャラクターたちがトンネルを下り始め
たとたん、温かな血の匂いに引き寄せられたクラーケンと
ウーズどもが襲いかかってくる。その際、以下の文章を読
み上げること：
事前の警告らしきものは、微かな水音だけ――そして太い黒い触
手が濁った水面から飛び出し、君たちを絡め取ろうとする！

ない集合体で、ソード・コーストを操ろうと企んでいた。ネヴァー
ウィンターの崩壊後、そのトンネルの大部分は見捨てられ、現在
はアラゴンダーの息子たちが自分たちの作戦基地としてそこを
使っている。

この遭遇に関するポイント
状況が英雄たちに対して極端に不利に進んだ場合、革命家た
ちの到着を早め、クラーケンの触手が引っ込むようにするとよい。
逆に戦闘があまりに簡単だった場合、遭遇の半ばあたりでさらに

プレイヤーたちにセッション9の終わり方を思い出させ、また
遭遇を開始するために以下の文章を読み上げること：
下水道を抜けるひどい旅の果てに、君たちは見知らぬ入り組んだ

4 本または8 本の触手を出しても良い。
クラーケンの触手は恐ろしげに見えるが、凄まじく危険という
わけではない。この触手は攻撃して撃退できるものであるとはっ
きりプレイヤーたちに認識させること。

場所で一息つく。水が引くにつれ、床の上の “消えずの火桶” が2つ、
再び炎を上げ始める。
濡れ鼠のワーラットが1体起き上がり、恐る恐るといった様子で君た
ちの方を伺っているが、逃げもしなければ攻撃もしてこない。
デッド・ラット

このワーラットは、死 鼠団のねぐらでレバーを引いたの
と同じ個体である。彼の傷は再生能力のおかげで治ってお
り、また周囲に仲間もいないので、彼はだいぶ交渉しやす
い相手となっている。命を助けてやると言えば、彼は進ん
で以下の情報を教えてくれる。それはそれとして、キャラ
クターの中で部屋の奥の方まで進むものがいれば、掴みか
かるクラーケンの遭遇に進むこと。
◆ 革命家たちとの同盟について：この “死んだ鼠” は、団
が “アラゴンダーの息子たち”と同盟を結んでいることを認
めるが、革命家たちはあまり有難い同盟相手でもないと
も言う。
◆ “防壁” で攻撃してきたことについて：この団員は “防
壁” での攻撃のことについては何も知らない。彼は、“俺
たちなら誰かに見つかるようなやり方はしない”と言う。
◆ “失われた嗣 子” について：このワーラットが言うには、
“失われた嗣子” はこう約束してくれたそうである――すな
わち、ネヴァレンバー卿を都から追い出す手伝いをしてく
れればあの青い炎の力を彼や仲間たちに与える、と。英
雄たちがやってくるのを教えてくれたのも“嗣子”である。
◆ クラーケンのトンネルについて：コラム“キャラクター・
テーマとの関わり” に記載された情報をすべて彼は話すこ
とができる。
し
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し

グリーン・スライム×2 (G)

レベル4 奇襲役

中型・自然・野獣 (無視覚・ウーズ)
hp：47；重傷値：23
イニシアチブ：＋9
〈知覚〉＋2
AC 18；頑健17 、反応17 、意志14
移動速度：4 、登攀 4
疑似視覚 10
完全耐性：盲目、凝視 ; 抵抗：[酸] 5 ; 脆弱性：[火] 5, [光輝] 5
特徴
ウーズ
無理やり入り込んだ状態の時、ウーズは半分の移動速度では無く通常の移
動力通りに移動し、攻撃ロールに対する-5のペナルティを被らず、戦術的優
位を与えることも無い。
標準アクション
mスラム／叩きつけ([酸])◆[無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋7 対 反応
ヒット ：5 [酸]ダメージ、および継続的 5 [酸]ダメージ (セーヴ・終了)

Mエンガルフ／包み込み([酸]) ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・1 (クリーチャー１体)：＋7 対 反応
ヒット ：1d6＋3 [酸]ダメージ、およびスライムは目標を包み込む(脱出難易

度18)
包み込まれている間、
目標は継続的 10 [酸]ダメージを受ける。
スライムへの攻撃がヒットした際は、ダメージの半分をスライムが、
残りのダメージを”包み込まれている一体のクリーチャー”が受ける。
技能：〈隠密〉＋10
【筋】11 (＋2)
【敏】16 (＋5)
【判】11 (＋2)
【耐】17 (＋5)
【知】1 (-3)
【魅】 1 (-3)
属性：無属性
言語：－

キャラクター・テーマとの関わり

雑魚 レベル7 制御役

中型・異形・魔獣
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
AC 21；頑健19 、反応21 、意志17
移動速度：1
完全耐性：強制移動
特徴
フロム・ザ・デプス／深き底より来たれり
触手は深淵から動くことはできない。
標準アクション
mグラスプ／つかみ◆[無限回]

このクラーケンの衛兵は、邪悪なるクラーケン団がこの洞窟

イニシアチブ：＋8
〈知覚〉＋6

内を支配していた頃の名残である。彼らは黒い皮のクラーケン
をかたどったアミュレットを遺しており、革命家たちはこれを使っ
てクラーケンからの攻撃を防いでいる。
【サイオン・オヴ・シャドウ】
、
【ブレガン・ドゥエイアゼ・
スパイ】
、あるいは【デッド・ラット・ディザーター】をプレイ
しているキャラクターはすべて、このアミュレットについて聞いた
ことがある。これらのキャラクター・テーマのどれかであり、か
つ受動〈知覚〉が 13 以上の英雄は、半ば融けかけた死骸のそ

必要条件 ：触手がクリーチャーを掴んでいない
攻撃 ：近接・2 (クリーチャー１体)：＋10 対 反応
ヒット ：7 ダメージ、および目標は”つかまれた”状態になる (脱出難易度

れぞれがそのアミュレットを身につけているのに気づく。
そのアミュレットを身に付けたキャラクターは、触手をマーク

16)
Mスクイーズ／締め上げ◆ [無限回]

するかディフェンダーズ・オーラを起動しない限り、触手から攻
撃されることはない。

効果 ：つかまれているクリーチャーは７ダメージを受ける
【筋】14 (＋5)
【敏】20 (＋8)
【判】16 (＋6)
【耐】17 (＋6)
【知】17 (＋6)
【魅】12 (＋4)
属性：無属性
言語：－

戦術

S

Start
Area
K
G

K

K
K

K

セッション 1 0 : 掴 み か かるクラーケン

クラーケンの触手×8 (K)

走り回るワーラット：この戦闘におけるワーラットの最
優先事項は “生き延びること” である。彼は後ろにとどまり、
隠れ、或いはチェンジ・シェイプ およびラット・スカリー
を使用してスライムや触手をやり過ご
して逃げようとする。
クラーケンの触手：長いことここに
囚われているせいで発狂しかけたク
ラーケンはあたり構わぬ攻撃を行ない、
G
まずクリーチャーを捕まえて叩きつけ
てから、意識を失ったその身体を深み
に引きずり込もうとする。
K
グリーン・スライム：遭遇の開始時
には、スライムたちは天井沿いに隠れ
ている（見つけるには難易度 20 の〈知
覚〉判定）。彼らはクラーケンの攻撃の
K
後まで行動を遅延させる。

このエリアの情報

K

照明：火桶からの “明るい”光。
溝：この回廊の中央を走っている溝は
互 い に繋 がっている。 溝 の 幅 は 10
フィート、深さも10 フィートで中は水
で満たされている。水から這い上がる
には 1 マス余分な移動を要する。
死骸：これはグリーン・スライムに攻撃
されて殺された革命家の亡骸である。
クラーケンのアミュレットを除き、彼ら
の身体はほとんど残っていない。

結末
英雄たちが敵を倒したら、P.44 の談
判の項目に進むこと。
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談判
戦闘の決着がついたら、以下の文章を読み上げること：
クラーケンは触手を引っ込め、濁った水の中に消える。その直後、

プロフィール：
アーロン・ブレードシェイパー
“アラゴンダーの息子たち” のリーダーは、人を惹き付ける、そ

君たちは長靴の足音を耳にし、そしてトンネルのずっと下の方から戦

して極めて実際的な戦士である。彼は、
自分は“ネヴァーウィンター

士たちの大集団が近づいてくるのを見る。

の九王”の一人、ナシャー王の近衛兵の子孫であると言う。

遭遇の終了時に、8 人の革命家がトンネルの下から騒ぎ
のもとを調べにやってくる。彼らは武装しているが、英雄
たちが攻撃を仕掛けない限り、武器を抜くことはない。革
命家たちのリーダー――アーロン・ブレードシェイパー―
―は進み出て、キャラクターたちに話しかける。以下の文
章を読み上げること：
歳の頃、三十ばかりの厳しい顔つきの男が進み出て君たちと向か
い 合う。 彼の顔には傷 跡 が 走り、 そして疲 れきった様 子をしている。
「俺はアーロン・ブレードシェイパー、“アラゴンダーの息子たち”の
リーダーだ。クラーケンと見事に渡り合ったようだな。君らは聞き及
し

し

んだあの英雄たちか―― “嗣子”がドラゴンを倒すのを助けたという」

キャラクターたちに返事をさせたら、以下の文章を読み
上げること：
「俺と一緒に来てくれ。見たところ君らは休息を必要としているよ

重要な特徴： 戦術に優れる、実際的、名誉を重んじる。アー
ロンは “正しい結果はいかなる手段も正当化する”ことを信じる腕
利きの戦士である。
目的：ネヴァーウィンターを解放する。アーロンは現在都を支
配しようとしている独裁者からのネヴァーウィンターの奪還を求め
ている。彼はネヴァレンバーを追い払いたいと思ってはいるが、
一方で “失われた嗣子” は味方どころか脅威であると強く思うよう
になってもきている。
弱点：敵が強すぎる。アーロンの率いる “アラゴンダーの息子
たち” は “失われた嗣子” に立ち向かえるほど強くはない――彼は
英雄たちの助けを必要としている。
癖と身体的特徴：寡黙で生真面目、あらゆるものを抱え込む。
歳の頃は 30 ほどでがっしりとした体格をしたアーロンは、常に難
しい顔をしてさえいなければさぞかしハンサムだろうと思われる
（アーロンに関する詳細については『ネヴァーウィンター・キャン
ペーン・セッティング』
を参照のこと）
。

うだし、それに話し合わねばならない重要なことがある」

革命家たちのリーダー、アーロン・ブレードシェイパー
は極めて微妙な立場にいる。彼は英雄たちを傷つけたくも
ないし、かといって英雄たちを匿ったことで “失われた嗣
子” を怒らせたくもないのだ。彼は、暴力沙汰が必要とも
思えないし、ついてくるなら攻撃するようなこともないと
言って英雄たちを説得しようとする。〈看破〉判定を行なっ
た場合、彼が嘘をついておらず、本心から英雄たちを傷つ
けたくないと思っていることがわかる。
英雄たちが戦おうとする場合、彼らは小休憩の利益を得
ることなく 8 人の革命家（P.30 の無法者のデータ・ブロッ
クを使用すること）と対峙しなければならない。革命家た
ちは英雄たちを殺さずに捕虜にしようとする。アーロンは
その場を退き、増援を呼びに行く。最終的にはさらに 4 人
の革命家たちが現れ、キャラクターたちの制圧を助ける。

アーロンと話す

革命家たちの本拠地

革命家たちのリーダーはもともと口数の少ない人物であ
り、彼の態度の冷たさの度合いは、英雄たちがトンネルの
中で彼の部下を攻撃したかどうかにかかっている。あの戦
闘は仕方なかったということを彼は理解しているが、しか
し英雄たちが攻撃を仕掛けていなかった場合、彼の態度は
如実に友好的になる。
アーロンはキャラクターたちと手を組みたいのだと言い、
取引を持ちかける。以下の文章を読み上げること：

英雄たちは特に抵抗していない限り、“アラゴンダーの
息子たち”の客として扱われる。抵抗した場合、彼らはアー
ロンに起こされる（「アーロンと話す」の項目を参照）。
道中、アーロンは会話に応じず、自分たちだけで落ち着
いて話したいと強く望む。彼の返事は曖昧だが、とにかく
キャラクターたちを傷つける気はないのだということだけ
は分からせようとしている。以下の文章を読み上げるこ
と：
君たちは入り組んだトンネルの網の目を抜け、ついに革命家たち
の隠れ家のひとつに到着する。隠れ家には武器や防具、その他の物
資が蓄えられている。君たちの到着時には二十数名の革命家たちが
そこにいる。君たちを興味深げに眺めている者もいれば、顔をしかめ
る者もいる。
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キャラクターたちはそこで眠れるように整えられた簡易
ベッドがいくつか置かれた小さな部屋に連れて行かれる。
アーロンは彼らに食べ物や飲み物を提供し、また下水の汚
物を拭うためのボロ布もくれる。アーロンは一時的に席を
外し、キャラクターたちだけで話せるようにしてくれる。
数分後、アーロンは数名の護衛と一緒に戻ってくる。以
下の文章を読み上げること：
扉が開き、アーロン・ブレードシェイパーが入ってくる。厳しい顔
つきの、 30絡みの男だ。
「さっきも言ったが、俺の名はアーロン・ブレードシェイパー、そし
て“アラゴンダーの息子たち” のリーダーだ」そう、彼は言う。「思うに、
俺たちは互いに訊きたいことがあるんじゃなかろうか」

アーロンは続ける：「君らが “嗣子” を調べていることを然るべき筋
から聞いた。数日前は、俺は君らを殺そうとしていた――君らが暗殺
者かもしれんと思ったのだ。だが、状況は変わった。君らが彼を探す
のを手伝いたい」

アーロンは、自分たちが “嗣子” と手を組んだのは失敗
だったと思うようになっている。“失われた嗣子” に対抗す
る力を持つ者がいるなら、それは英雄たちにほかならない
とアーロンは思っている。さらに読み続けること：

“守護卿区”を攻撃させようとけしかけ始めるに及んで、俺は彼と対立
した。ネヴァレンバー卿とことを構えねばならないときはいずれ来る
だろうが、それは今ではない。俺たちがことを急いだために、都に住
む無辜の人々を苦しめたくはない。
最近、“嗣子”は都の路上で暴力による反乱を起こせと言い出すよう
になった。このままでは “嗣子” の存在を支持できなくなるんじゃない
かと俺は心の底から恐れている。君らは “嗣子”と共にあのドラゴンを
倒した英雄だ――君らならば彼の目を覚まさせることができるだろう
と俺は信じている。君らにこんなことを頼む資格が俺にないことも理
解している。が、ネヴァーウィンターを守る唯一の手立てが君らだと
いうことも分かっているんだ。
やってくれるか？ ネヴァーウィンターがすっかり内戦状態に陥る
前に、“嗣子”を説得してあの狂気を止めてくれるか？」

アーロンはキャラクターたちの良心に訴えようとする。
恥知らずなキャラクターが手伝う代わりに何か金銭での報
酬を要求した場合、アーロンは、革命家たちの善意以外に
は提供できるものはほとんどないのだと告白する。とはい
え、キャラクターたちの助力に対して、彼は 2 本のポーショ
ン・オヴ・ヒーリング を提供する。
英雄たちが同意したら、以下の文章を読み上げること：
「明日の朝、俺たちは“嗣子”と会うことになっている。彼は俺たちに、
“守護卿区” の襲撃を手伝うようにと要求した。俺たちは彼を手伝うつ
もりはない。そして俺たちの助けがないために、他の人々を道連れに
彼が命を無駄に捨てる破目になることを俺は恐れている。
今晩はここで休め。朝になったら護衛をつけて君たちを会合の場
所まで案内しよう。君たちなら、彼の目を覚まさせることができるかも
しれない。彼が拒んだら？ そうならないことを祈るしかない」

キャラクターたちがアーロンを手助けすることを拒否し
た場合も、彼はキャラクターたちの滞在と休息を許してく
れる。そして朝になったら、護衛たちがキャラクターたち
を地上まで連れていく。この場合、“嗣子” との戦いは、“嗣
子” がキャラクターたちを待ち伏せた状態から開始するこ
とになる。
キャラクターたちが “嗣子” の襲撃についてネヴァレン
バー卿に警告したいと望んだ場合、ネヴァレンバーの所に
行くのは “嗣子” と会うまで待つようにとアーロンは（必要
とあらば半ば強制的にでも）主張する。

キャラクター・テーマとの関わり
アーロンは【ネヴァーウィンター・ノーブル】
をそれと見抜き
はしないが、いわれのない親近感を覚える。
直接的に聞かれた場合、彼はその英雄はアラゴンダー家と何
かつながりのある人物だろうと思う。
そのキャラクターが自分の背景についてアーロンに説明しよう
とした場合、難易度 20 の〈交渉〉判定に成功すれば、
【ネヴァー
ウィンター・ノーブル】の主張は正しいとアーロンに納得させる
ことができる。この事実を知ったアーロンは、英雄たちが “嗣子”
の攻撃をやめさせることの重要性をより大きく考えるようになる。
また、彼は明日起きてしまうかもしれない戦闘でそのキャラク
ターがより確実に生き残れるようにと、そのキャラクターに自分の
＋1ヴェテランズ・アーマーを提供する。

談判

アーロンへの質問

アーロンは英雄たちの質問に答え、また必要に応じて以
下の情報を提供する：
◆ “失われた嗣子”について：アーロンは “失われた嗣子”に
何度も会っているが、彼の顔を見たことはない。“嗣子”
が革命家たちと接触したのはほんの数週間前のことだが、
彼の魅力、そして堂々と王位を要求する様子に “アラゴン
ダーの息子たち” はあっという間に心酔した。しかし最近、
“嗣子”は偏執狂的に、そして常軌を逸したふうになってき
ており、暴力を奨め、周囲に人を寄せ付けなくなっている。
◆ “アラゴンダーの息子たち” について：この革命組織は
ネヴァレンバー卿への抵抗を目的として、数年前に結成
されたものである。彼らはその名を、かつての冒険者で
あり1 世紀前にこの都を治めて王家を確立したナシャー・
アラゴンダーに因んでいる。
◆ 革命家たちの党派について：アーロンの率いる一党は
“ナシャー派” ――ナシャー・アラゴンダーのように振る舞
い、焦りに歯ぎしりするものたち――と呼ばれることもあ
る。彼らは時として目的を達するためには暴力や破壊活
動に訴えることも辞さない。もうひとつ、より小さな革命
家勢力もあり、これは “灰マント派” である。彼らはより平
和的な手段を取る、古きネヴァーウィンターに忠誠を誓っ
た者たちである。彼らはネヴァレンバーの部下として潜り
込み、彼が作った街の施設を乗っ取ってしまおうとしてい
る。両党はネヴァーウィンターの解放の方法については
意見を異にしている。例えば、灰マント派は “失われた嗣
子” を決して支持しなかった。彼らは正しかったのではな
いかとアーロンは考え始めている。
◆ クラーケンのトンネルについて：革命家たちは自分で
基地をこしらえたわけではない。この基地がかつてはク
ラーケン団と称する組織のもので、彼らがトンネルの地下
の水路に衛兵としてクラーケンを飼っていたことをアーロ
ンは知っている。
◆ 死 鼠 団について：アーロンは不承不承ながら死鼠団と
同盟した。彼は奴らにも使い道はあったと認めはするが、
奴らのやり方は彼の好みではない。“嗣子” は同盟の必要
性を説いていたが、アーロンはそれほど納得したわけで
はない。
◆ “荒廃” クリーチャーについて：“荒廃”クリーチャーは長
いことネヴァーウィンターの問題となってきていたが、最
近はさらに活発化している。“嗣子” があのクリーチャーど
もと何か関係しているに違いないとアーロンは信じている。
“嗣子” が “荒廃” クリーチャーを何らかの形でネヴァレン
バー卿への対抗手段にしようとしているのではないかと彼
は疑っている。

セッション 1 0 :

「最初、“嗣子”はネヴァレンバーに立ち向かうと誓ったが、彼のやり
方はだんだん危険なものになってきている。“嗣子” が革命家たちに

ちなん

デッド・ラット

報酬
遭遇および革命家たちと話したことに対して、英雄たち
はそれぞれ 350XP を獲得する。
大休憩：次のセッションに進む前に、英雄たちは大休憩を
取ることができる。プレイヤーたちに、これが本シーズン
最後の大休憩になると伝えること。
セッション 8または 9で汚穢熱に感染したキャラクターが
いたなら、適宜判定を行なわせること。
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第四章

本章は英雄たちの下水での脱出行の翌朝から開始する。
キャラクターたちは大休憩を取り、革命家たちの味方とし
て “失われた嗣子” と会う仕度をしている。プレイヤーの準
備ができたら、セッション 11、簒奪者のイヌどもに進む
こと。

セッション11：
簒奪者のイヌども

朝になるとアーロンは英雄たちと会い、まだ質問がある
ようならそれに答える。それから君らに目隠しをさせてほ
しいと頼む。ネヴァレンバー卿に革命家たちの居所につい
て知られるかもしれない危険は冒したくないのだと彼は言
う。キャラクターたちが拒否した場合、アーロンはそれ以
上無理には言わないが、あちこち回り道をしながら彼らを
地上まで案内するようにと護衛たちにこっそり指示する。
アーロンは英雄たちには同行しないが、さらに 2 人の革
命家をつけてくれる。
英雄たちがアーロンを助けることを拒んでいた場合、君
はこのセッションを調整しなければならないだろう。その
場合、“失われた嗣子”は、同行する革命家たちもろともキャ
ラクターを待ち伏せて襲いかかる。
キャラクターたちが会合場所に着いたら、以下の文章を
読み上げること：

愚か者、裏切り者
遭遇レベル3
セットアップ
“荒廃”クリーチャー化した悪党
（W）
		
“荒廃”クリーチャー化した労務者
（G）

1体
4体

“荒廃” クリーチャー化した人型生物たちが周囲の建物か
ら湧き出し、“嗣子”が退却できるように守る。

この遭遇に関するポイント
キャラクターたちがまだ “嗣子” を捕まえられないという状況を
はっきりさせておくこと。重装鎧を着ているというのに彼の動きは
素早く、
その上彼の存在に引きつけられてやってきた “荒廃”クリー
チャーたちもいる。キャラクターたちが彼を追うと言い張ったなら、
君はちょっとした技能チャレンジを行なわせてもよい。成功した
場合、彼らは追ってくる “荒廃” クリーチャーたちを振り切り、より
数の少ない一団と遭遇することになる。失敗した場合、“荒廃” ク
リーチャーはさらに増える。どちらにしろ、彼らは “嗣子” を捕まえ
られない。
“荒廃” クリーチャーが本質的に敵であり、発狂している様子を
きちんと描写すること。これらのクリーチャーどもは確かにかつて
は人間だったが、今や完全に怪物と化してしまっているのである。

ブラックレイクの朝の道に霧が渦巻き、あからさまに恐ろしげな雰
囲気を醸し出す。君たちはアーロンが教えてくれた会合場所にやって
きたが、“嗣子”のいる様子はない。緊張した面持ちの衛兵たちは、屋
根の上に武装した人影が浮かび上がった瞬間、息を飲む。その姿は
輝くミスラルの王冠―― “ネヴァーウィンターの失われし王冠”の発す
る光に輝いている。
「愚か者、裏切り者どもめ、そうだ、貴様らすべてのことだ」彼は狂気
にひび割れた声で言う。「貴様らは我が輝かしき即位のために役立
つと、かつてはそう考えていた。しかし今や貴様らは皆、簒奪者のイ
ヌに過ぎぬと知ったぞ。己の裏切りの報いを受けよ！」
“嗣子” は自らの籠手と腕甲をむしり取り、青く燃え上がる呪痕をむ
き出しにする。彼は2人の革命家たちに向かって腕をかざし、ほとば
しる青い炎で彼らを焼き尽くす。
「さあ来い、飼い主のお呼びだ。奴らを破壊しろ！」彼が叫ぶと、“荒
廃” クリーチャー化した人型生物たちが君たちの周囲の建物から湧き
出してくる。それから彼は踵を返し、屋根から飛び降りて見えなくなる。

受動〈知覚〉が20以上のキャラクターは、“嗣子”の腕があのよ
うな大柄な戦士のものにしてはあまりに細すぎることに気付く。

“ 荒廃” クリーチャー化した悪党 (W)
レベル2 制御役
中型・自然・人型、
ヒューマン
hp：37；重傷値：18
イニシアチブ：＋4
〈知覚〉＋1
AC 16；頑健12 、反応14 、意志12
移動速度：6
標準アクション
mコールドファイア・クロー／冷たき炎の爪([冷気], [火]) ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット：1d8＋5の火かつ冷気ダメージ、および目標は減速する(セーヴ終了)

トリガー型のアクション
aブルー・ファイア・バースト／青火炸裂([火], [力場]) ◆ [遭遇毎]

トリガー ：悪党が重傷になる
攻撃 (即応・対応)：近接・爆発２ (爆発内のクリーチャーすべて)：＋5 対
反応

ヒット：2d8＋2の火かつ力場ダメージ、および悪党は目標を２マス押しやる。
ミス ：半減ダメージ。

【筋】12 (＋2)
【耐】13 (＋2)
属性：無属性

【敏】17 (＋4)
【判】11 (＋1)
【知】6 (－1)
【魅】10 (＋1)
言語：－

戦術
モンスターたちは建物から飛び出してきて橋のたもと付
近にいる英雄たちに群がる。
“荒廃” クリーチャー化した悪党：これらのクリーチャー
は青い火花を散らす骨と皮ばかりのヒューマンに見える。
そしてこのやせ衰えたクリーチャーどもは苦痛に呻きなが
らただひたすらに殴りかかってくる。彼らはマークされた
状態やディフェンダーズ・オーラ に関係なく、最も近くに
いる敵を攻撃する。

48

“失われた嗣子”の呪痕

レベル2 暴れ役

中型・自然・人型、
ヒューマン

嗣子はこの時点で、非常に重要な特徴を2 つ明らかにする―
―すなわち彼は呪痕持ちであり、また、その呪痕は凄まじく強力
であるという2 点である。
〈看破〉に長けた英雄（難易度 14）は、ネヴァーウィンターにお
ける “荒廃” クリーチャーの攻撃の増加の原因は嗣子であることに
気づく。
セッション1 や 2で示されたように、彼は自身の “被造物” に対
して限定的な制御を行なうことができるが、遭遇の開始時に彼が
退場してしまった後は、“荒廃” クリーチャーたちは全くでたらめに
戦う。

“荒廃” クリーチャー化した労務者：これらのクリー
チャーは、“荒廃” クリーチャー化した悪党と見た目は似て
いるが、さらに身体が大きく頑丈である。彼らは複数体で
組んで単体の敵に襲い掛かり、相手を掴んで殴ろうとする。

hp：43；重傷値：21
AC 14；頑健15 、反応12 、意志12
移動速度：6
標準アクション
mスラム／叩きつけ◆[無限回]

イニシアチブ：＋0
〈知覚〉＋0

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット：1d12＋6ダメージ、つかんでいる目標に対しては1d12＋12ダメージ

Mバーニング・グラスプ／炎のつかみ([火])◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋5 対 反応
ヒット ：10点の火ダメージ、および目標がつかまれていない場合は、“つか

まれた状態”になる (脱出難易度: DC12)
トリガー型のアクション
aプレイグチェンジド・リジリアンス／“荒廃化”による回復力◆[遭遇毎]

トリガー ：労務者のhpが0になる。(クリティカル・ヒットの場合を除く)
効果 (アクション不要)：d20をロールし、15以上の目が出た場合は労務者

に隣接するクリーチャーは各５点の火ダメージを受け、労務者のhpは1点
となる。
【筋】16 (＋4)
【敏】8 (＋0)
【判】8 (＋0)
【耐】13 (＋2)
【知】6 (－2)
【魅】8 (＋0)
属性：無属性
言語：－

セッション 1 1 : 愚 か 者 、裏 切り者

“ 荒廃” クリーチャー化した労務者 ×4 (G)

スペル・スカード

このエリアの情報
照明：“明るい”光。
噴水：噴水は “移動困難な地形”である。
井戸：井戸の深さは 20フィートであり、干上
がっている。井戸の壁をよじ登るには、難
易度 13 の〈運動〉判定が要求される。
下水の格子蓋：これらのマス目は “移動困難
な地形”である。
打ち捨てたられた建物：打ち捨てられた建
物は板で打ち付けられ、“立ち入り禁止” と
記されている。建物の中のマス目はいずれ
も“移動困難な地形”として扱う。
樹木：このエリアの木々の節くれだった根は
“移動困難な地形”として扱う。

G

Start
Area

結末

英雄たちが “荒廃”クリーチャーたちの攻撃
を退けたなら以下の文章を読み上げること：
“荒廃”クリーチャーの最後の1体が倒れると、君たち
は“失われた嗣子”の通った後が青い炎を帯びて見えて
いることに気づく。その “跡” は “守護卿区” へと向かっ
ている。“嗣子”が通過した空間には恐怖と悲嘆の叫び

G

が満ち満ちている。

G
G
W

その瞬間、すべてが明らかになる――ネヴァーウィ
ンターを守るには “失われた嗣子”を止めねばならない。

報酬
“荒廃” クリーチャーを打ち倒したことに対
して、キャラクターたちはそれぞれ 350XP
を得る。
宝物：“荒廃” クリーチャーのうち 1 体は、もと
はミンターンの傭兵だったようだ。彼は魔法
のアイテムを 1 つ持っている。宝物表（P.3）を
ロールし、アイテムを決定すること。
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セッション12：
“荒廃”クリーチャーの侵攻

英 雄 た ち は ブ ラ ッ ク レ イ ク を 抜 け、“守 護 卿 区 ” へ と
“嗣子”を追って行かねばならない。その途中で彼らは“荒廃”
クリーチャーへと変えられた人々と 2 度の戦闘を行なわね
ばならない。
本セッションでは、英雄たちはそれぞれが完全な遭遇よ
りも “軽い” 以下の遭遇に出くわす。これらの遭遇は 2 つと
もマイルストーンに達するための遭遇として数えられる。
セッションの開始時に、以下の文章を読み上げること：
し

遭遇レベル1

し

君たちはめちゃくちゃな混乱状態に陥ったネヴァーウィンターを横
切る蒼い炎の道を辿ってゆく。“嗣子” を追ううちに君たちは、彼の魔
法が周囲の人々や動物を恐るべき“荒廃”クリーチャーに無理やりねじ
曲げている様を目の当たりにする。
どうやら“嗣子”は目的地――ネヴァレンバー卿の座す“正義の館”へ
と道を急ぎながら、それを無意識の内にやってしまっているようだ。

“嗣子”を追って
英雄たちは “嗣子” の通ったあとに残る蒼い炎の道を追っ
て行ける。“嗣子” はキャラクターたちよりもずいぶん先に
出発しているため、“嗣子” を捉えるには彼らはずいぶん急
がねばならない。その途上、ブラックレイク地区を抜けよ
うという時、キャラクターたちは家々が炎上し、人々が “荒
廃” クリーチャーに襲われているのを目にする。街はすっ
かり恐慌状態に陥り、英雄たちが “嗣子” をなんとかするま
でこれは収まらない。
英雄たちが翼を持ったワイヴァーン橋に着いたら、以下
の文章を読み上げること：
蒼い炎の道は君たちを翼を持ったワイヴァーン橋へと導く――こ
の橋を渡って君たちはブラックレイク地区へとやってきたのだ。
君たちは青い粘液をねとつかせたぞっとするようなゼラチン状のク
リーチャーを目にする。その内部にはおぼろげに人型生物のものら
しき輪郭が2体ぶん。また、そのクリーチャーの傍には、これも同じく
“嗣子” の魔法で歪められたらしき犬が1体いる。この2体の “荒廃” ク
リーチャー化したモンスターどもはミンターンの傭兵たちの死体を貪
り食っているところである。そうして彼らは近づいてきた君たちへと振
り返る。

守護卿地区への侵攻の遭遇へ進むこと。

この遭遇に関するポイント
この遭遇はさっさと終わらせることを意図している。
第 2 遭遇のために十分な時間（少なくとも45 分）を残しておく
こと。必要であればモンスターのヒット・ポイントを20 ないし30
減らしてもよい。
これらの遭遇は都の混乱を感じ取らせるためのものである。“嗣
子”の力は制御を失っており、彼はすでに発狂している。
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守護卿地区への侵攻
セットアップ
“荒廃”クリーチャー化したウーズ（P）
“荒廃”クリーチャー化した犬（H） 1 体
“ 荒廃” クリーチャー化したウーズ (P)

1体

レベル3 精鋭 暴れ役

大型・自然・野獣 (無視覚・ウーズ)
イニシアチブ：＋0
hp：102；重傷値：51
〈知覚〉＋2
AC 15；頑健16 、反応14 、意志14
移動速度：4 、登攀 4 ; 完全耐性：盲目、凝視
疑似視覚
抵抗：[火] 5 ; セーヴィング・スロー：＋2 ; アクション・ポイント: 1
特徴
ウーズ
無理やり入り込んだ状態の時、ウーズは半分の移動速度では無く通常の移
動力通りに移動し、攻撃ロールに対する-5のペナルティを被らず、戦術的優
位を与えることも無い。
標準アクション
mスラム／叩きつけ([火]) ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋8 対 AC
ヒット ：2d6 ＋ 1ダメージ、および継続的 5 [火]ダメージ (セーヴ・終了)

移動アクション
フローイング・フォーム／流動形態◆[無限回]

効果 ：ウーズは４マスまでシフトできる
トリガー型のアクション
スプリット／分裂◆[遭遇毎]

トリガー ：ウーズが重傷になる
効果 (アクション不要)：ウーズは２つに分裂する。分裂後の個体はそれぞ

れが「分裂前のヒットポイントの半分に等しい値」のhpを有する。分裂前
に受けていた効果は、１体目にのみ適用され、２体目には適用されない。
【敏】8 (＋0)
【判】12 (＋2)
【筋】13 (＋2)
【耐】11 (＋1)
【知】1 (－4)
【魅】 1 (－4)
属性：無属性
言語：－
“ 荒廃” クリーチャー化した犬 (H)
中型・自然・野獣 (爬虫類)
hp：53；重傷値：26
AC 20；頑健15 、反応17 、意志15
移動速度：6
標準アクション
mバイト／噛みつき ([火]) ◆ [無限回]

レベル4 兵士役
イニシアチブ：＋7
〈知覚〉＋7

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋9 対 AC
ヒット ：1d10＋5の火ダメージ、重傷の対象には1d10＋10の火ダメージ

トリガー型のアクション
M ブラッド・フレンジー／血の狂乱 ◆[無限回]

トリガー ：“犬”に隣接する重傷の敵がシフトする
効果 (機会アクション)：“犬”はトリガー対象の敵に”噛みつき”を使用する

【筋】13 (＋3)
【耐】13 (＋3)
属性：無属性

【敏】17 (＋5)
【判】10 (＋2)
【知】2 (－2)
【魅】13 (＋3)
言語：－

戦術
“荒廃” クリーチャー化したウーズ：“荒廃” クリーチャー
化したウーズは、キャラクターたちが自分の脇を抜けて橋
を渡るのをさせまいとする。［火］への抵抗を持つこのウー
ズはダメージを負うことなく “嗣子” の青い道のマス目にい
ることができる。
“荒廃”クリーチャー化した犬：このクリーチャーは、“荒
廃” クリーチャー化したウーズに飲み込まれてしまった市

結末
遭遇の終了時に、以下の文章を読み
上げること：
君たちは川向こうの“守護卿区”で蒼い炎が燃

H
A

A

A
A

え上がるのを見る。青い火に包まれた人影が

P

ひとつ、街路を走り抜けていく。“荒廃” クリー
チャーの群れがその周囲を取り巻き、ミンター
ンの傭兵たちとの戦いの火蓋が切って落とされ

A

ようとしている。
“嗣子”はどうやら“防壁”を目指しているようだ

A

Start Area

A
A
A

――昨夜君たちはそこで、盗賊共が門を開けよ
うとしているのを止めたのだったが。
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蒼い炎（A）：“嗣子”の通った後は奇妙な
ものである。難易度 20 の〈看破〉判定
に成功したキャラクターは、“嗣子”が消
耗しきっているか発狂しているか、あ
るいはその両方でよろめきつつ歩いて
いるのに気づく。蒼い炎のマス目に入
るか、あるいはそのマス目でターンを
終了したクリーチャーはすべて、［火］
ダメージ 5 を負う。

キャラクターが難易度 20 の〈知覚〉判
定に成功したなら、そのキャラクター
は “嗣子” の重要な特徴をもうひとつ、
見分けることができる。“嗣子”は兜を脱
ぎ、頭に直接王冠を戴いている。彼の
茶色い髪が長く豊かになびいている。
“嗣子” を捕らえ、“防壁” の門を開けさ
せまいとするのなら、もう時間に猶予
はない。キャラクターたちは小休憩を
取っても取らなくてもよい。もしキャ
ラクターたちが休憩することを選んだ
なら、その結果は次の遭遇（※ 注）で現

民の飼っていたごく普通の犬であった。このクリーチャー
はウーズと挟撃を行なおうとする。

れる。
再び、戦場への遭遇へ進むこと。

このエリアの情報

※ 注：小休憩を取った際のペナルティや影響については、
原文にも記載は有りません。
小休憩を取る事によるペナルティを設けるかどうかを含
め、DM 各自で判断してください。

照明：“明るい”照明。
建物：川の傍のしっかりした建物の高さは15フィートである。
木箱と樽：これらのマス目は “移動困難な地形” である。こ
れらは腐っており、中に価値のあるものは入っていない。
噴水：噴水は “移動困難な地形”である。噴水の中には藻と
汚泥が詰まっている。
ネヴァーウィンター川：川のこの部分では、水の流れは速
くはない。川の中でクリーチャーがその位置を保つのは
問題なく可能である。川の中で移動するには難易度 8 の
〈運動〉判定が要求され、川の中から岸に上がるには難易
度 12 の〈運動〉判定が要求される。
石像：この石像は遮断地形である。これらの石像はアラゴ
ンダーの一族をかたどったものである。
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再び、戦場へ

戦術

遭遇レベル1
セットアップ
“荒廃”クリーチャー化した労務者（G）		
2体
8 体＋ ※
“荒廃”クリーチャー化した狂人（M）
※「その後の展開」参照
英雄たちは青い炎の燃える “嗣子” の跡を “防壁” まで追う
ことができる。彼らが “防壁” に到着したら、以下の文章を
読み上げること：
“ネヴァーウィンターの防壁” のすぐ脇の広場は混乱を極めている。
無理やり通り抜けられる幅だけ開いた門から、“荒廃” クリーチャーの
一団が次々に街へと入り込んで来る。それ以外の“荒廃”クリーチャー
は近くの家の扉を殴りつけ、中にいるネヴァーウィンター市民のところ
までたどり着こうとしている。衛兵たちの死体がいくつか街路に散ら
ばっている。
彼らの武器はいずれも血で濡れている。“嗣子” がいる様子はない
が、彼の取り巻きどもが一斉に君たちの方を向き、襲いかかってくる。

“ 荒廃” クリーチャー化した労務者 ×4 (G)
中型・自然・人型、
ヒューマン
hp：43；重傷値：21
AC 14；頑健15 、反応12 、意志12
移動速度：6
標準アクション
mスラム／叩きつけ◆[無限回]

レベル2 暴れ役
イニシアチブ：＋0
〈知覚〉＋0

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋7 対 AC
ヒット ：1d12＋6ダメージ、つかんでいる目標に対しては1d12＋12ダメージ

Mバーニング・グラスプ／炎のつかみ([火])◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋5 対 反応
ヒット ：10点の火ダメージ、および目標がつかまれていない場合は、“つか

まれた状態”になる (脱出難易度: DC12)
トリガー型のアクション
aプレイグチェンジド・リジリアンス／“荒廃化”による回復力◆[遭遇毎]

トリガー ：労務者のhpが0になる。(クリティカル・ヒットの場合を除く)
効果 (アクション不要)：d20をロールし、15以上の目が出た場合は労務者

に隣接するクリーチャーは各５点の火ダメージを受け、労務者のhpは1点
となる。
【敏】8 (＋0)
【判】8 (＋0)
【筋】16 (＋4)
【耐】13 (＋2)
【知】6 (－2)
【魅】8 (＋0)
属性：無属性
言語：－
“ 荒廃” クリーチャー化した狂人 ×8以上 (M)
中型・自然・自律体 (アンデッド)
hp：1 (ミスした攻撃からはダメージを受けない)
AC 16；頑健13 、反応14 、意志13
移動速度：6
標準アクション
mクロー／爪 ([火]) ◆ [無限回]

効果 ：狂人は、攻撃を行なう前に1マスシフトできる
攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋6 対 AC
ヒット ：4点の火ダメージ。

【筋】15 (＋2)
【耐】13 (＋1)
属性：無属性

レベル1 雑魚 遊撃役
イニシアチブ：＋5
〈知覚〉＋2
暗視

【敏】17 (＋3)
【判】14 (＋2)
【知】3 (－4)
【魅】3 (－4)
言語：－

“荒廃” クリーチャー化した労務者：これらの 2 体のク
リーチャーは見た目は “荒廃” クリーチャー化した狂人と
そっくりだが、さらに体が大きく、また “嗣子” の魔法で歪
められた程度もより酷い。彼らは複数体で組んで単体の敵
に襲い掛かり、相手をつかんで殴ろうとする。
“荒廃” クリーチャー化した狂人：これらのクリーチャー
は発狂しているが、それでも脅威を認識することはできる。
彼らは英雄たちめがけて群がり、可能なら挟撃しようとす
る。

このエリアの情報
照明：“明るい”光
蒼い炎（A）：“嗣子” の通った後は奇妙なものである。難易
度 20 の〈看破〉判定に成功したキャラクターは、“嗣子”が
消耗しきっているか発狂しているか、あるいはその両方
でよろめきつつ歩いているのに気づく。蒼い炎のマス目
に入るか、あるいはそのマス目でターンを終了したクリー
チャーはすべて、［火］
ダメージ 5 を負う。
木箱と樽：これらのマス目は “移動困難な地形”である。
クランク：クランクはマップ上に記載されている。クランク
のところに行くまでの扉は開いている。
門：門は戦術マップ上に記載されており、遮断地形である。
噴水：噴水は “移動困難な地形”である。
門衛詰所：この小さな、閉まった詰所の高さは 15 フィート
である。詰所の扉は開いている。
灌木：灌木は “移動困難な地形”であり、部分視認困難を提
供する。

その後の展開
両側のクランクはそれぞれ 1 回ずつ――つまり、“荒廃”
クリーチャーが門を無理やりすり抜けるのに十分なだけ―
―回されている。門を閉めることはできるが、それぞれの
クランクについて、1 回回すには 1 人のキャラクターが 1
回の移動アクションを費やす必要がある。両方のクランク
が回されたなら、門は閉まる。
門が閉まっていない状態で 1 ラウンドが終了する毎に、
さらに 4 体の “荒廃” クリーチャー化した狂人が門を無理や
り通り抜けてくる。門に隣接しているクリーチャーはすべ
て、これらの狂人たちが現れる際に 1 マス押しやられる。
新たに現れた狂人たちは、他の狂人たちと同じイニシアチ
ブで行動する。

結末
英雄たちが “荒廃” クリーチャーを打ち倒すと、近くの建
物から市民が 2 人出てくる。彼らは何が起こったか話して
くれる：
「あなたがたがいらしてくれたのは、まったく天の助けです。あの
冠をかぶった呪痕持ちの女がここへ突っ走ってきて、門を開けたんで
す。あの女は衛兵を何人か、例の恐ろしい化け物に変えてしまいまし
た。他の兵隊さんたちは、私たちを守ろうとして死にました」

“嗣子” が女性であるということは、おそらく英雄たちに
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しかめっ面のサビーヌ将軍が、6名のミンターンの衛兵とともにやっ
てくるのを君たちは目にする。君たちを見つけると、彼女は足を早める。
「都じゅうがひっくり返ったような騒ぎだ」彼女は言う。
「“嗣子” は正気ではないだろうとは思っていたが、まさかこんなことと
は思いもよらなかった」
彼女は口を閉じ、そのあたりに散らばった “荒廃”クリーチャーの死
骸を見回す。「我々はすでに君たちに借りがあるが、もう少し手助け
をお願いしたい。この跡――青い炎の道――を辿って行けば “嗣子”
のところまで行けると報告が来ている。これをつけて行って、あの偽
の “嗣子” の処理を頼みたい。私は市民を守らねばならないし、奴に
回す兵士ももういないのだ」

サビーヌ将軍は “嗣子” が女性だとは聞いておらず、また
そのことについて聞かれても、その正体についてはまった
く見当もつかない。おそらく嗣子を騙って都を混乱に陥れ
ようとした反逆者の一人ではないかと彼女は言う。

報酬
“荒廃” クリーチャーのモンスターを処理したことについ
て、 英 雄 た ち に そ れ ぞ れ
350XP を与えること。
宝物：市民たちは自分たちの命
を救ってくれた英雄たちに非常
に感謝し、お礼をくれる。英雄
たちはそれぞれ 20gp ずつを受
け取る。

A
A

G

セッション 1 2：“ 荒 廃 ”クリー チャー の 侵 攻

とっては全く初めて聞く事実であり、彼らは色々と疑問を
持つことだろう。市民たちは何とか説明してくれようとは
するが、状況が非常に混乱していたため、それが確かに “嗣
子” であったのかどうか彼らにもはっきりしない。彼らが
説明として付け加えられるのは、その女性は板金鎧を着込
んでおり、髪は茶色く、“ネヴァーウィンターの王冠”を（彼
らにとっても信じがたいことではあったが）戴いていたと
いうことだけである。その女性の種族について重ねて問わ
れたなら、市民の一人が、彼女がハーフエルフであったこ
とを思い出す。
（これまでに気づいていなかったなら）この時点でプレイ
ヤーたちは、“嗣子” の正体がセルドラであると気づくだろ
う。次セッションの開始時に、彼らは確かな裏付けを得る
ことになる。
キャラクターたちがなんとか一息入れている間に、サビーヌ
将軍と衛兵の一団が門の増援のためにやってくる。次の文章
を読み上げること：

G
A
M
M A
M

Start
Area

A
A

A

A

M

Gate

M M
M
A
M
A

A

A
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セッション13：
すべての始まりの場所

本セッションは、英雄たちが “失われた嗣子” の跡を追っ
て、すべてが始まった場所（セッション 1 および 2）である
市場へやってきたところから始まる。“嗣子” はそこにいて、
石化したドラゴンを解き放とうとしているところである。
“嗣子” は火と力場の壁に囲まれており、彼女を止めるには
キャラクターたちはその壁を打ち破らねばならない。
英雄たちが到着したら、Start Area 内にフィギュアを配
置させること。その後、以下の文章を読み上げること：
君たちは、10日前に“嗣子”に初めて出会った広場に足を踏み入れ
る。彼女は、あの運命の日に君たちが戦った、ホワイト・ドラゴンの
石像の前に立っている。ネヴァーウィンターの市民たちが大勢集まり、
広場の中央で進行している光景をじっと見つめている。
蒼い炎のドームが“嗣子”とドラゴンの像を外から隔てている。近づ

英雄たちが警戒の声を上げ、サビーヌ将軍や彼女の手勢
を呼ぼうとした場合、ほとんど反応はない。兵士たちを取
りまとめるには時間がかかるし、それまでにセルドラはド
ラゴンを解き放ってしまう。
セルドラの狂気の項目に進むこと。.

キャラクター・テーマとの関わり
【レネゲイド・レッド・ウィザード】は、セルドラが魔法を
使ってドラゴンを解き放とうとしているのだとはっきりわかる。そ
のキャラクターはさらに、王冠の周囲をゆがんだ魔法が渦巻いて
おり、それは自分がかつて属していた組織の手になる呪いである
とわかる。彼はトリヴァストという名のウィザードのことを思い出
す――彼は人を狂気に陥れる呪いを品物にかける術に非常に優
れていたのだ。
ここぞという瞬間に、
【オグマズ・フェイスフル】のテーマを

いていくにつれ、君たちは“嗣子”が誰だかはっきりと見て取る。それ

有するキャラクターはあるヴィジョンを見る。そのキャラクターは、

はセルドラ・ティルマランドである。

セルドラが櫃を開け、“ネヴァーウィンターの王冠”を取り出し、そ

彼女は兜を脱ぎ、今や“ネヴァーウィンターの王冠”を直接戴いてい

れを物珍しそうにじっと眺めている姿を見る。それから彼女は王

る。王冠は明るく輝いているが、その青い光には墨を流したような影

冠を自分の頭に載せる。ヴィジョンを見ているキャラクターは、

が混ざっている。彼女はまるで立っているのがやっととでもいうように、

かすかな囁き声を聞き、そしてそこには誰もいないというのにセ

苦しげに息を吐いている。彼女は君たちには全く気づかぬふうで、た

ルドラが周囲を見回す姿を見る。それからヴィジョンは消え、
真っ

だ、目の前の石像に集中している。

暗になる。

この時点で、英雄たちは護りの輪を打ち破ろうとするか
（障壁の破壊を参照）、あるいはセッション 1 からの登場人
物を含む、この一帯のそこここにいる多くの人物から状況
を聞き出そうとする（見知った顔を参照）だろう。もちろん、
二手に別れてその両方を行なうことも可能である。
もし、キャラクターの誰かが冠を取り巻く墨を流したよ
うな影に興味を示したなら、そのキャラクターに難易度
20 の〈魔法学〉判定をさせること。成功した場合、その英
雄は、それが王冠にかかった呪いが目に見える形となって
現れたものだとわかる。

障壁の破壊
ドームはそれを通り抜けようとするものを拒む。ドーム
に触れたクリーチャーはすべて 5 の［火］かつ［力場］ダメー
ジを被り、2 マス押しやられた後伏せ状態になる。
英雄たちは、この障壁に攻撃を行なうか、或いは〈魔法学〉
（難易度 20）を用いてこれを破ろうとすることができる。
〈魔法学〉判定が 1 回成功する毎に、障壁に 10 ダメージを
与えることができる。障壁に対する攻撃は自動的にヒット
するが、障壁は攻撃の（ダメージ以外の）効果に対しては完
全耐性を有する。この障壁の中から外へも、外から中へも、
瞬間移動することはできず、またセルドラはこの障壁内に
いる限り、いかなるパワーの影響も受けない。
障壁は攻撃および〈魔法学〉判定から 60 ダメージを被る
まで維持され、その後崩れ落ちる。
セルドラの狂気の項目に進むこと。
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衛兵を呼ぶ

【イリヤンブルーエン・ガーディアン】は自分の同族たちが
結界を張るのに使うのと似たような守護の魔法をセルドラが使っ
ていることを認識する。
そのキャラクターは、
障壁を崩すための
〈魔
法学〉
判定に＋ 4のボーナスを得る。
もし、
【ネヴァーウィンター・ノーブル】がこれまでに大演説
をしたくてたまらなかったなら、今こそその時だ。人々はこの広
場に集まっており、今なら英雄たちの言葉に彼らは耳を傾けるだ
ろう。そのキャラクターが難易度13の
〈交渉〉
判定に成功したなら、
群衆は一斉に応えて叫び、一行の士気を盛り立てる。パーティー
一行は次の遭遇の間、攻撃ロールに＋1のボーナスを得る。

見知った顔
本シーズンの最初のほうで英雄たちと言葉を交わした商
人たちは、まだこの広場にいる（下記とともにセッション
1 も参照のこと）
。ジャーヴィ以外の商人たちはみな、何
か恐ろしいことが起こる前に商売物をまとめて広場から逃
げ出そうとしている。
英雄たちがこのエリアの人々と言葉を交わし終えてし
まったら、セルドラの狂気の項目へ進むこと。.

防具屋
アオシルの普段のがさつで陽気な様子は、“嗣子” の力の
恐るべき有様を見せつけられた時から消えかけている。
彼は大慌てで自分の商品をまとめ、今はそれを運んでい
くための馬車を待っているところである。とはいえ彼が逃
げ出せる前に “嗣子” が儀式を終えてしまったなら、このド
ワーフはさっさと商品を見捨てるつもりだ。英雄たちが必
要とするものがあるなら、彼は凄まじい勢いで売ってしま
いたがる。

d8
1
2
3
4
5
6
7
8

結果
＋1マジック・アーマー1 or 2
＋1 ヴェテランズ・アーマー1
シールド・オヴ・デフレクション1
ベルト・オヴ・ヴィゴー(英雄級)1 or 2
＋1 シルヴァン・アーマー1
レイサーズ・オヴ・マイティ・ストライキング1

グラヴズ・オヴ・アジリティ2
ガントレッツ・オヴ・ブラッド1

1

ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ 堕ちた地の勇者

2

ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダムズ 忘れられた王国の勇者

武器屋

ハーフオークのナグダはネヴァーウィンターにすでに別
れを告げている。
彼女は、こんな面倒ごとばかりの街に居ても仕方ないと
判断したのだ。彼女は荷物をまとめ、ネヴァーウィンター
森に帰ろうとしている。彼女は残りの武器にはあまり未練
はないが、それでも売って稼げるならそうしたいとも思っ
ている。彼女はキャラクターたちに武器を売り、また、難
易度 20 の〈交渉〉判定に成功したなら、“失われた嗣子” を
なんとかする手助けにと魔法の武器を 1 つ譲ってくれるこ
とさえ納得させられる。もしパーティー内に【パック・ア
ウトキャスト】や【ウスガート・バーバリアン】がいたなら、
そのキャラクターは自動的にその “贈り物” を受け取る。以
下の表をロールし、そのキャラクターが何を受け取ったか
決定すること。
d4
1
2
3
4

結果
＋1 マジック・ウェポン1 or 2
＋1 ヴィシャス・ウェポン1
＋1 ディフェンシヴ・ウェポン1 or 2
＋1 ラックブレード

1

ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ 堕ちた地の勇者

2

ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダムズ 忘れられた王国の勇者

荷車

クロードの荷車はひっくり返り、燃え上がっている。し
かしクロードは見たところどこにもいない。難易度 20 の
〈知覚〉判定に成功したキャラクターは、2 本のポーション・
オヴ・ヒーリング が燃える品物の中に混ざって転がってい
るのに気づく。問題は唯一、この 2 本のポーションを取り
出したキャラクターは、［火］ダメージ 5 を負うということ
である。

ジャーヴィの荷車

この凄まじくおしゃべり好きの口から先に生まれたハー
フリングのジャーヴィは、この戦いの決着がどうつくかと
待ち構えている。結果はどうあれ、ものすごい物語が出来
るに違いないと考えているのだ。

もし英雄たちがジャーヴィに近づいていって話しかけたなら、
彼はキャラクターたちに、黙って戦闘が始まるのを待てと言う。

セルドラの狂気
キャラクターたちが障壁を破壊するか、あるいは 1 分が
経過したら、次の文章を読み上げること：
セルドラを守っていた炎と力場の障壁は、ついに揺らぎ始める。
作業を済ませた彼女は君たちの方を向き直る。
「なんという愚か者ども」彼女は言うが、その声は狂気で歪んでいる。
「貴様らを助けてやろうとしたのだぞ――貴様らに真実を見せてやろ
うとな――だが、無駄だった。貴様らには何も見えておらぬ。あの革
命家を気取る犬どもと同じに」
セルドラの背後で、ドラゴンの石像が蠢き始めていた。ゆっくりと
石が砕けてゆき、魔法の縛りは弱まり始めている。あのけだものが解
き放たれるまで、残されたのはわずか数分と見える。
「ネヴァーウィンターを守るためにせねばならぬことがこれだという

セッション 1 3：すべての 始まりの 場 所

難易度 20 の〈交渉〉判定に成功したなら、彼の商品のう
ち 1 つ、タダでキャラクターたちにくれることさえ納得さ
せられる。もしパーティー内に【エア・オヴ・デルザウン】
がいたなら、そのキャラクターは自動的にその “贈り物” を
受け取る。次の表をロールし、そのキャラクターが何を受
け取ったか決定すること。

なら」セルドラは言う
「これこそがそうなのだ」

英雄たちに市民たちを広場から逃すか、あるいはセルド
ラと交渉する余裕を与えること。もし攻撃的な行動（攻撃
する、〈威圧〉判定を行なう、あるいは威嚇するように彼女
に近づくなど）をとった英雄がいるか、あるいは 2 ラウン
ドが経過したなら、イニシアチブをロールし、ネヴァーウィ
ンターを賭けし戦いの遭遇へ進むこと。

正気の最後の瞬間に
セルドラは偽の “ネヴァーウィンターの王冠” の呪いにと
らわれている。彼女は、英雄たちはネヴァーウィンターの
裏切り者であり、ネヴァレンバー卿と手を組んでいる、そ
して革命家たちを堕落させたのだと信じて疑っていない。
戦闘の開始前に、英雄たちは “嗣子” とドラゴンに対して
様々な技能判定を行なうことができる。
〈魔法学〉
（難易度 13）
：セルドラは非常に強力な呪痕を持っ
ており、それはキャラクターたちが今まで目にした中でも
もっとも強力な部類に入る。しかしそれがいくら強力だか
らといって、彼女が人々を焼き捨てたり、あるいは “荒廃”
クリーチャーに変えたりすることができるというのは不自
然だ。何かが呪痕を強化しているに違いない。
〈魔法学〉
（難易度 13）：現在セルドラはドラゴンを解放する
過程を始めてしまっており、この変化は止めようがない。
件のけだものが石化の縛めから解き放たれるまでに残さ
れた時間は 6 ～ 7 分といったところだ。
〈魔法学〉
（難易度 20）：セルドラの呪痕は王冠によって強
化されており、この王冠は魔法の力で彼女を歪めてしまっ
ている。王冠には呪いのしるしが現れており、それが彼
女を発狂させている。
〈交渉〉／〈はったり〉
（難易度 20）：セルドラは既に正気
を失っているようだ。しかし、彼女の中にはまだ王冠の
呪いに抗しようという人格の断片がみられる。1 人以上の
キャラクターがこの判定に成功すれば、彼女は「ネヴァー
ウィンターを賭けし戦い」の遭遇ですべての防御値に－ 2
のペナルティを負う。
〈看破〉
（難易度 13）：セルドラは奇矯な行動をし、彼女の
言葉は意味をなさない。彼女は時々自分自身にささやき
かけては、まるでどこかから声が聞こえたとでもいうかの
ように周囲を見回す。
〈事情通〉／〈歴史〉
（難易度 13）：もしセルドラが真の “ネ
ヴァーウィンターの王冠” を戴いているのであれば、それ
は彼女がアラゴンダーの血縁であることを意味する。そう
でなければ王冠は偽物である。
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ネヴァーウィンターを
賭けし戦い
遭遇レベル３

セルドラ “偽りの嗣子” (S)

レベル4 精鋭 兵士役(指揮役)

中型・自然・人型、ハーフエルフ(スペルスカー)

セットアップ
クリーチャーの配置場所は様々である（後述）
戦闘の開始時に以下の文章を読み上げること：
セルドラの呪痕からは青い炎が燃え上がり、彼女の瞳は熱狂的な
光を帯びる。彼女は片手を掲げ、すっかり青い炎でできた小さな人
型生物を数体作り出す。
「止められぬぞ。余がネヴァーウィンターを救うのだ！」彼女は絶叫
する。

セッション 2 の結末に従ってドラゴンの石像の場所に印
をつけること。或いは戦術マップ状のサンプル・セット
アップを使用しても良い。セルドラは石像の近くにおり、
また、彼女は自分から 2 マス以内の場所に 5 体のレッサー・
ファイアー・エレメンタルを作り出す。難易度 13 の〈魔法
学〉判定に成功したキャラクターは、ドラゴンの変化が止
められないことがわかる。件のけだものが石化の縛めから
解き放たれるまでに残された時間は 6 ～ 7 分といったとこ
ろだ。
くだん

この遭遇に関するポイント
この戦闘は対ドラゴン戦と比べ、困難なものでも盛り上げるも
のでもないが、
とはいえキャラクターたちを消耗させるものである。
それは特にエレメンタルのハート・オヴ・フレイム のパワーに顕
著だ。
戦闘中、セルドラの狂気は徐々にあらわになってくる（セッショ
ン前にキャラクターたちが何をしたかによって彼らはすでにセルド
ラの狂気に接触している場合もあるが、そうでない場合でも彼女
の狂気ははっきりとわかるようになる）
。
彼女は英雄たちがネヴァーウィンターに対して犯した罪を弾劾
し、彼らがネヴァレンバー卿の魔法に絡め取られ、彼が悪党であ
るとわからなくなっているのだと言い張る。彼女はネヴァレンバー
卿やキャラクターたちが、都に破滅をもたらすために潜入した魔
物であるとまで言い出す。

戦術
“偽りの嗣子” セルドラ：セルドラは英雄たちの前に恐れ
るふうもなく立ちはだかる。彼女は離れた場所にいる敵に
対してはフロスト＆フレイム を用いてダメージを与える。
彼女はエレメンタルたちと協働して挟撃しつつ攻撃を行な
う。
セルドラはスペルプレイグ・ヴァイタリティ を用いて
ファイアー・エレメンタルから命の炎を吸い取る。彼女は
自分が倒れるまでの間にすべてのエレメンタルを吸収する
（結末を参照）。
レッサー・ファイアー・エレメンタル：これらのクリー
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チャーはフリッカリング・フレイムを用いて素早く戦闘に
参入したり離脱したりする。彼らはディフェンダーズ・
オーラにはとらわれないようにし、また継続的［火］ダメー
ジの影響を受けていないキャラクターを優先的に目標とす
る。

イニシアチブ：＋8
hp：90；重傷値：45
〈知覚〉＋2
AC 20；頑健14 、反応18 、意志16
移動速度：6 ; セーヴィング・スロー: ＋2 ; アクション・ポイント:1 夜目
特徴
ネヴァーウィンター・マントル／ネヴァーウィンターの王の威風([冷気][火])◆
オーラ1
このオーラ内でターンを終了したすべての敵は、5点の火および冷気ダメ
ージを受ける。
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)：＋9 対 AC
ヒット ：1d8＋4ダメージ

Mフロスト＆フレイム／霜炎剣([冷気][火][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＋4ダメージ
効果 ：セルドラから2マス以内にいる敵1体は8点の冷気かつ火ダメージを

受ける。
マイナー・アクション
デマンド・オビーディエンス／服従の強要◆[無限回]

効果 ：セルドラに隣接する1体の敵は、嗣子の次のターン終了時までマーク

される。
スペルプレイグ・ヴァイタリティ／呪文荒廃による生命力◆[無限回]

条件 ：セルドラは重傷状態である。
効果 ：セルドラから20マス以内にいるレッサー・ファイアー・エレメンタ

ルのhpが0になる。セルドラのhpはそのファイアー・エレメンタルに残っ
ていたhp分回復する。
セルドラの被っていたすべての効果は終了する。
トリガー型のアクション
クラウンズ・アブソープション／王冠の吸収◆再チャージ : 初めて重傷となる

トリガー ：攻撃で、セルドラが冷気または火ダメージを受ける
効果 (即応・割込)：その“トリガーとなった攻撃”は、その攻撃でダメージを

負うすべてのクリーチャーに、半減ダメージしか与えない。
【筋】16 (＋3)
【敏】18 (＋6)
【判】10 (＋0)
【耐】14 (＋2)
【知】19 (＋6)
【魅】16 (＋3)
属性：無属性
言語：共通語、エルフ語
装備：ロングソード、プレート・アーマー、偽りのネヴァーウィンターの王冠
レッサー・ファイアー・エレメンタル×5 (E)

レベル1 遊撃役

小型・精霊・魔獣 (火)
hp：27；重傷値：13
イニシアチブ：＋6
〈知覚〉＋1
AC 14；頑健12 、反応14 、意志13
移動速度：8、飛行 4 (劣悪)
特徴
フローズン・イン・プレイス／冷気による足止め
レッサー・ファイアー・エレメンタルが[冷気]ダメージを受けたとき、次の
自分のターン終了時までシフトできなくなる。
ハート・オヴ・フレイム／火の心([火])
レッサー・ファイアー・エレメンタルに隣接する敵が、エレメンタルへの近
接攻撃をミスした場合、その敵は3点の[火]ダメージを受ける。
標準アクション
mスラム ／叩きつけ([火]) ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋4 対 反応
ヒット ：5点の継続的[火]ダメージ (セーヴ終了)

マイナー・アクション
フリッカリング・フレイム／揺れ動く炎◆[無限回]

効果 ：エレメンタルは１マス シフトする
【敏】19 (＋4)
【判】13 (＋1)
【筋】10 (＋0)
【耐】11 (＋0)
【知】5 (－3)
【魅】 6 (－2)
属性：無属性
言語：始原語の理解

結末

照明：“明るい”光
蒼い炎：“この時点では、炎は収まっており、マップ上には
存在しない。
木箱と樽：これらのマス目は “移動困難な地形”である。
建物：これらの住居の扉には鍵がかかっている。鍵を開け
るには 1 回の標準アクションおよび難易度 12 の〈盗賊〉判
定の成功が要求される。
噴水：この噴水はずっと昔の英雄をかたどったものである。
噴水は “移動困難な地形”である。
格子蓋：これらの格子蓋は遭遇の開始時に取り外されてい
る。この下の深さは 5フィートである。
川： 船 着 場 の 水 の 深さは 5 フィートで、 水 は 静 かである。
川から道によじ登るには、難易度 8 の〈運動〉判定が要求
される。
排水管：下水管のマス目に入ったクリーチャーは難易度 12
の〈軽業〉判定を行ない、失敗した場合伏せ状態になる。
灌木：灌木は “移動困難な地形”であり、部分視認困難を提
供する。
石像：ドラゴンの石像は遮断地形である。石像に攻撃を行
なうことは可能である（AC、“反応”および “頑健”防御値は
すべて 10）が、その場合青い炎が吹き出し、2 マス以内
のものに 5 の［火］かつ［冷気］ダメージを与える。そして
石像への攻撃はどうやら単にその復活を早めているだけ
のようにしか見えない。
荷車／商人の露店：これらは遮断地形である。

セルドラのヒット・ポイントが 0 になったら、以下の文
章を読み上げること：

A
A

セルドラは地面にくずおれ、くすぶる王冠が彼女の頭から転がり落
ちる。彼女の呪痕を取り巻いていた青い炎は収まり、彼女の目から狂
気の色が消え失せる。
傷だらけで血みどろになりながら彼女は君たちを見上げ、それから
周囲を見回す。その視線の先では “守護卿区” の家々が炎に包まれて
いる。
「神よ、私はいったい何を……」彼女は言う。
彼女は力なく地面に跪く。さあ、君たちはどうする？

セッション 1 3：すべての 始まりの 場 所

このエリアの情報

セルドラのヒット・ポイントが 0 になっても、彼女はす
ぐには死なない。プレイヤーたちは彼女をどうするか決め
ることができる。卓内で彼女をどう扱うか相談させること。
その決定は次セッションに影響する。
卓内の過半数が彼女を生かしておくことにした場合、彼
女は助かる。そうでない場合、彼女は殺される。
王冠はキャラクターたちから（セルドラからも）数フィー
トのところに転がっている。王冠をどうするかについては
次セッション中で決定する機会がある。.

報酬
広場の人々と会話し、セルドラと彼女の部下のエレメン
タルを倒したことに対して、英雄たちはそれぞれ 350XP
を獲得する。

A A
A

A

A
E A

Dragon
Statue

S

E

E
E

E

Start Area
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セッション14：ネヴァーウィン
ターの偽りの嗣子
し

し

前回のセッションで、英雄たちはセルドラの生殺与奪を
握った。セッションの開始前に、プレイヤーたちが彼女の
命をどうすることに決めたかはっきりさせること。パー
ティーの少なくとも半数がセルドラの命を助けておくこと
にしたのなら、彼女は生きてこのセッションに登場する。
また、王冠に何が起きたかもわかる。
前回のセッションの終了時に、呪われた王冠はくすぶり
ながら石畳に転がったのだった。もし、セッションの終了
前にそれを拾い上げたキャラクターがいたなら、読み上げ
文をそれに合わせて適宜修正すること。そうでなかった場
合、王冠をどう扱うか、本セッション中でキャラクターた
ちに決定させること。
パーティー一行がセルドラを生かしておいたなら、以下
の文章を読み上げること：

セルドラの物語
セルドラに返事をさせるにあたって、以下の質疑応答を
ガイドラインとして使用すること。セルドラはこの 10 日
間の間自分が何をしていたかということについて、躊躇な
く話す。キャラクターたちが彼女に話しかけたら、以下の
文章を読み上げること：
セルドラは意気消沈した様子で広場を見回し、そして見つめてい
る君たちに視線を戻す。彼女の両目には涙が光っている。「私はな
んということをしてしまったのだろう。信じられない。なんて愚かだっ

セルドラは石畳の上にくずおれ、苦しい息をついている。彼女の

たのだろう」彼女は言葉を切り、ドラゴンを見遣る。「そんなに時間は

呪痕の光は弱まっている。彼女の頭部一回り、ちょうどネヴァーウィン

ない。けれど、私に言えることならなんでも言うわ。知りたいことは

ターの王冠が載っていた場所は赤剥けの傷になっており、そしてその

何？」

王冠はというと数フィート先でぶすぶすと煙を上げている。墨を流し
たような影が、 王冠の周囲をいかにもおぞましげに取り巻 いている。
すぐそこでは、“荒廃”クリーチャー化したホワイト・ドラゴンから石
が剥げ落ち続けている。君たちがあの“けだもの”と対峙し、その怒り
からネヴァーウィンターを守りきらねばならなくなるまで、残されたの
はわずか数分だ。

パーティー一行がセルドラを生かしておかなかったなら、
以下の文章を読み上げること：
セルドラの亡骸は石畳の上に倒れ、その下では血だまりが広がっ
てゆく。彼女の頭部一回り、ちょうどネヴァーウィンターの王冠が載っ
ていた場所は赤剥けの傷になっており、そしてその王冠はというと彼
女から数フィート離れたところに転がってぶすぶすと煙を上げている。
墨を流したような影が、王冠の周囲をいかにもおぞましげに取り巻い
ている。
すぐそこでは、“荒廃”クリーチャー化したホワイト・ドラゴンから石
が剥げ落ち続けている。君たちがあの“けだもの”と対峙し、その怒り
からネヴァーウィンターを守りきらねばならなくなるまで、残されたの
はわずか数分だ。

もしセルドラが生きていて意識を保っていたなら、王冠
を拾い上げたキャラクターが誰であれ、その人物に対して
気をつけるようにと言う。彼女が説明しなければならない
ことは多く、そして彼女は自分がすっかり話し終えてしま
うまで誰もその王冠には触れないのが一番だと言う。
もしそのキャラクターが彼女の警告にも関わらず冠を拾
い上げたなら、あるいは彼女が気絶していたり、そもそも
死んでいたりしてそのキャラクターに触らないようにと言
えなかった場合、王冠は自身を拾ったキャラクターに対し
て攻撃を行なう（＋ 7 対 “意志”、もしそのキャラクターが
呪痕持ちであった場合、＋ 9）。その攻撃が成功したか失
敗したか記録しておくこと。その結果は本セッションの最
後の遭遇に影響を及ぼす（P.59 のネヴァーウィンターの偽
りの王冠を参照）。
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もしキャラクターたちが石化したドラゴンに攻撃を行な
おうとしたら、その攻撃は単に石の剥離を早めているだけ
のように見えると言って、それを止めさせるように干渉す
ること。もし彼らがそれでも攻撃を続けたなら、そのこと
により、小休憩を取るという貴重な時間は失われてしまう。
セルドラに意識があったなら、セルドラの物語の項目へ
進むこと。セルドラが死んでいたならドラゴンを待ちなが
らの項目へ進むこと。

問：なぜこんなことをした？
答：私はティルマランド家の名を再び輝かしいものとしたかった。私は
あの冠を、ふさわしい英雄に渡したかった。異国の侵略者に対抗す

べく人々をまとめられるような英雄に。でも、ふと魔が差して、私は
冠を自分の頭に乗せてしまった。それからはすべてがぼんやりしている。

問：なぜ家を再興しようとなどした？
答：私の伯母はアリベス・ティルマランドという。彼女はパラディンだっ
たが、1 世紀前のラスカンとの激戦の際にネヴァーウィンターを裏切っ

た。裏切り者の大伯母を私は憎み、そして過去の負債の幾分かでも
返済するために、ネヴァーウィンターを暴君の手から解き放ちたいと
思ったのだ。

問：今はもう大丈夫なのか？
答：今、私はもうあの王冠を手にしてはいない以上、あの悪しき魔法
からも自由になったと信じている。あれを私に近づけないで。

問：我々は共にあのドラゴンと戦った。あなたは私たちにあ
なたのアメジストのバッジをくれた。どうして我々を信じ
なかったのか？
答：あの王冠の効果は非常に陰湿なものだった。最初私はあなた方を
強力な味方だと思った。しかしその後、あなた方がネヴァレンバー卿

と親しく語っていたと知ったとき、私はずいぶん偏執狂的になってい
て、あなた方を脅威とみなすようになった。私は声を聞いた。それは
あなた方が裏切ったと囁いていた。

問：何の声だ？
答：おそらく、あのレッド・ウィザードのトリヴァストの手になる捻じ曲

がった創造物の声だ。奴は私がネヴァーウィンターに初めて足を踏み

入れた時、あの王冠を盗んだ。奴は王冠に、かぶったものを狂気に
陥れる呪いをかけたのだろう。

問：そのレッド・ウィザードとは何者だ？
答：サーイのレッド・ウィザードどもは、死霊術師のザス・タムに率い

られている悪しき魔法使いの集団だ。このあたりの組織を取りまとめ
ているのはヴァリンドラ・シャドウマントルという人物だ。もしこの企
みの背後にレッド・ウィザードがいるのなら、奴らはおそらく、ネヴァー

呪痕持ちや “荒廃”クリーチャーたちを操ることができる。そしてこの呪
痕の力は、王冠によって凄まじく拡大されていた。

問：“アラゴンダーの息子たち” や死鼠団との関係はどういっ
たものだ？
答：私はすべてを覚えているわけではないが、ともあれ私は “防壁”のと

のが見て取れた。その呪いはサーイの昏き魔法の印を帯
びていた。あの王冠に触れるものは誰でも、その魔法に
かかってしまう危険性がある。
〈歴史〉
（難易度 13）：サーイは魔法使いザス・タムに率い
られる死霊魔法の王国である。
〈事情通〉
（難易度 20）：このあたりのサーイのレッド・ウィ
ザードたちを取りまとめているのは、ヴァリンドラ・シャド
ウマントルである。

ころでのあなた方の勝ちぶりを見て、そしてあなた方は私の計画にとっ
て脅威になると判断したのだと思う。狂気の中で私は、あなた方を死

キャラクター・テーマとの関わり

鼠団のところへやったあとにある企みをしかけ、あの連中があなた方
を片付けてくれれば良いと考えていた。まさかあなた方が連中を倒し、

【レネゲイド・レッド・ウィザード】は、ネヴァーウィンター

革命家たちと共にクラーケンのトンネルを抜け遂せるとは思わなかっ

近辺にレッド・ウィザードがいると断言できる。もしそのキャラク

た。今朝、あなた方が革命家と一緒にいるところを見た私は逆上した。

ターが難易度 13の〈事情通〉
または〈歴史〉判定に成功したなら、

狂った私は革命家たちさえ自分の敵だと判断してしまったのだ。

ヴァリンドラが “ザス・タムの手” と称されていることを思い出す。

問：あの王冠は本物か？
答：今となってはそうは思わない。あの存在を初めて知ったのはウォー

また、ヴァリンドラがこの地域で暗躍しているのはすなわちネ

た。今は、あれはここを引っ掻き回すためにウォーターディープの誰

白はネヴァーウィンターを自身の正統な領土として要求し、ダガ

ターディープでのことで、私はあれはまったくもって本物だと思ってい

かがしかけた策略だと信じている――おそらく、ネヴァレンバー卿の
力を揺るがすために。もしあの王冠が本物なら、私があれをかぶれ
るはずがない。私はアラゴンダーの血を引くものではないのだから。

キャラクターたちがセルドラと話してしまったら、彼女
はこう警告する――ドラゴンが自由になるまでそう長くは
なく、またあの変身を止める力は自分にはないのだ、と。
パーティー一行はおそらくセルドラに一緒に戦ってくれ
と説得をはじめるだろう。彼女は自分の行ないに恥じ入っ
ており、そして自分の剣はドラゴンの前には大して役にた
たないと思い込んでいる。難易度 13 の〈交渉〉判定に成功
したキャラクターがいれば、彼女を奮起させて一緒に戦わ
せることができる。
キャラクターたちが小休憩を取るのに十分なだけの時間
が過ぎる。キャラクターたちがセルドラとの会話を終えた
ら、ドラゴン再びの遭遇に進むこと。

ドラゴンを待ちながら
もしキャラクターたちがセルドラを殺してしまったなら、
本アドベンチャーにおけるセルドラの行動について彼らが
知ることができる内容はぐっと少なくなる。キャラクター
たちは以下の技能判定を行ない、セルドラと王冠に関して
の情報の断片を得ることができる。それが終わったら、彼
らが小休憩を取るのに十分なだけの時間が経過している。
その後、ドラゴン再びの遭遇に進むこと。
〈魔法学〉
（難易度 13）
：セルドラは非常に強力な呪痕を持っ
ており、それはキャラクターたちが今まで見たものでも最
強の部類に分類される。その呪痕の力で、彼女は呪痕を
持つものや “荒廃”クリーチャーたちを支配し操っていたよ
うだ。また、呪痕は王冠によって力を増幅されていたもの
らしい。
〈知覚〉
（難易度 20）
：件の王冠は伝説の “ネヴァーウィンター
の王冠”と非常によく似ているが、数世紀を閲してきたもの
にしては摩耗も欠けもない。あの王冠は偽物に違いない。
〈魔法学〉
（難易度 20）：あの王冠には呪いがかかっている

ヴァーウィンターにとっての災厄を意味するということもわかる。
【ネヴァーウィンター・ノーブル】にとっては、セルドラの告
ルト・ネヴァレンバーの手から解き放つという使命を改めて想起
させるものである。そのキャラクターは、セルドラを奮起させ、武
器をとって共にドラゴンと戦わせるための〈交渉〉判定に＋ 4 の

セッション 1 4：ネヴァーウィンター の 偽りの 嗣 子

ウィンターに対してさらに忌まわしきことを仕掛けようとしている。

問：あなたはずっと呪痕持ちだったのか？
答：そうだ。私は父からこの呪痕を受け継いだ。この呪痕で私は他の

ボーナスを得る。

冒険の結末
“荒廃” クリーチャー化したドラゴンは青い炎を上げて爆発四散し、
その肉や骨を周囲に撒き散らす。クリーチャーの巨体は震え、それか
ら路上に崩れ落ちる。
一瞬、広場は静まり返る。そうして戦場の端から、人々は歓声を上げ、
声を揃えて叫び始める――「ネヴァーウィンターの英雄！」
と。

ド ラ ゴ ン を 倒 し て し ま う と、 キ ャ ラ ク タ ー た ち は ネ
ヴァーウィンターの人々から英雄として讃えられる。プレ
イヤーたちに、セルドラをどうするか（彼女がまだ生きて
いたなら）相談させること。彼女は自分の行動が引き起こ
した破壊については非常に悔やんでいる。キャラクターた
ちが彼女をネヴァレンバー卿のもとに連れて行くことにし
た場合、彼女は逆らいはしないが、自分に弁明の機会をく
れるよう頼んでくる。
最終的に、サビーヌ将軍が数名の衛兵とともに到着する。
彼らは彼らで残りの “荒廃”クリーチャーを片付け、“守護卿
区” を守り抜いたのだ。彼女はぶっきらぼうに英雄たちの
助力に感謝し、彼らに報奨を受け取らせるためにネヴァレ
ンバー卿のもとに連れていく（P.22 のネヴァレンバーとの
会見を参照）。
もし英雄たちがセルドラを連行した場合、彼女は “治療”
のためにヘルム砦に送られる。
キャラクターたちが王冠をどうしたいか――ネヴァレン
バー卿に献上するか、あるいは破壊するか――についても
はっきりさせること。

報酬
キャラクターたちはそれぞれ、ドラゴンを倒し、冒険を
完遂したことに対して 450XP を獲得する。
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ドラゴン再び
遭遇レベル４
セットアップ
“荒廃”クリーチャー化したホワイト・ドラゴン（D）
セルドラ・ティルマランド（S）
戦闘の開始前に、プレイヤーたちにキャラクターをマッ
プ上に配置させること。セルドラとドラゴンのトークンを
前回のセッションでの場所、あるいはサンプル・セット
アップの場所に置くこと。プレイヤーたちはドラゴンが解
き放たれるのに対して待機アクションを取ろうとするかも
しれない。しかし、ドラゴンは既にキャラクターたちに気
づいており、自らの攻撃の準備を整えている。である以上、
戦闘の開始時にはイニシアチブをロールし、通常どおり戦
闘を解決することになる。どちらも相手に対して先手をと
ることはできないのだ。
戦闘の開始時に、以下の文章を読み上げること：
石の最後のひとかけらがドラゴンから剥がれ落ちると、それは突如
揺らめき動き始める。クリーチャーは怒りと苦痛に咆哮する。「この
屈辱、晴らさでおくべきか！」それはシュウシュウと叫ぶ。

この遭遇に関するポイント
これは『ネヴァーウィンターの失われし王冠』の最後の遭遇
である。手加減は無用、そしてできる限りドラマティックかつ悲惨
な戦いにすること。
ドラゴンは恐ろしく強力になっており、そして王冠の力を失っ
たセルドラは以前ほど有能な戦士ではない。英雄たちがセルドラ
に一緒に戦わせることにしていたなら、彼女は彼らの味方として
果敢に戦う。彼女は進んで自らを犠牲にする
（英雄たちの一人を庇うためにセルドラの犠牲 を用いる）
。

ここは“移動困難な地形”である。
格子蓋：格子蓋は遭遇の開始時に取り除かれている。この
5フィート下は下水道になっている。
川：水面は岸の 5 フィート下で、水は穏やかである。落ち
たキャラクターは難易度 8 の〈運動〉判定に成功すれば道
によじ登れる。
下 水 管： 下 水 管のあるマス目の 1 つに入り込んだクリー
チャーは、難易度 12 の〈軽業〉判定に成功しなければ、
伏せ状態となる。
灌木：このマス目は “移動困難な地形” であり、部分的な視
認困難を提供する。
荷車／商人の露店：これらは遮断地形である。
“荒廃”クリーチャー化したホワイト・ドラゴン (D)
大型・自然・魔法生物

レベル4 単独 暴れ役

(ドラゴン)

hp：232；重傷値：116
イニシアチブ：＋2
〈知覚〉＋9
AC 16；頑健18 、反応16 、意志14
移動速度：6(氷渡り)、飛行6 ; 抵抗：[冷気] 10
暗視
セーヴィングスロー：＋5 ; アクション・ポイント: 2
特徴
アクション・リカヴァリィ／アクション回復
ドラゴンがターンを終了した時はいつでも、すべての幻惑、朦朧、支配効果
は終了する。
インスティンクティヴ・ランペイジ／本能的大暴れ
ドラゴンのイニシアチブ判定値に10を加えたタイミングに、フリーアクショ
ンとしてドラゴンは自身の移動速度分の移動を行う。ドラゴンは敵の接敵
面を通り抜け、移動中はすべてのダメージに対して5点の抵抗を得る。
ドラゴンが移動中にその敵の接敵面へ初めて侵入するたびに、ドラゴンは
その敵に”爪”攻撃をすることができる。
もし、攻撃がヒットした場合は、その敵は転倒する。
もし、ドラゴンが”支配”や”朦朧”の効果によって”フリー・アクションを移動
に使えない”場合は、移動する代わりにそれらの効果を終了する。
サヴェジ・ブラッド／血の暴虐
重傷のあいだ、ドラゴンのクリティカル値は、17～20となる。
標準アクション
mバイト／噛みつき ([冷気]) ◆ [無限回]

攻撃 ：近接・２ (クリーチャー１体)：＋9 対 AC
ヒット ：2d10＋4 の冷気ダメージ
ミス ：5点 の冷気ダメージ

Mクロー／爪◆ [無限回]

攻撃 ：近接・2 (クリーチャー１体)：＋9 対 AC
ヒット ：2d8＋2ダメージ

Mドラゴンズ・フューリィ／ドラゴンの憤怒 ◆ [無限回]

戦術
“荒廃” クリーチャー化したホワイト・ドラゴン：ドラゴ
ンの戦術はセッション 2 と同様である。ドラゴンはインス
ティンクティヴ・ランペイジ を使用して英雄たちの間に突
貫し、また、可能な限りブレス・ウェポン を使用する。

このエリアの情報
照明：“明るい”光。
蒼い炎：この時点では、炎は収まっており、マップ上には
存在しない。
樽と木箱：これらのマス目は “移動困難な地形”である。
建物：この住居に入るための扉は鍵がかかっている。鍵を
外すには 1 回の標準アクションおよび難易度 12 の〈盗賊〉
判定に成功する必要がある。
噴水：この噴水は昔日の英雄たちをかたどったものである。
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効果 ：ドラゴンは”爪”を２回使用する
cブレス・ウェポン／ブレス攻撃 ([冷気]) ◆ 再チャージ 56

攻撃 ：近接・噴射５ (噴射内のクリーチャー)：＋7 対 反応
ヒット ：2d8＋6 の冷気ダメージ、および目標は減速する(セーヴ終了)
ミス ：半減ダメージ

トリガー型のアクション
Mテイル・スラップ ◆ [無限回]

トリガー ：このドラゴンを挟撃している敵が、ドラゴンに攻撃をヒットさせる
攻撃 (フリー・アクション)：近接・２ (トリガー対象の敵)：＋7 対 頑健
ヒット ：5点ダメージ、および目標を５マス押しやる。
aブルー・ファイア・バースト／青火炸裂([冷気][火]) ◆ [遭遇毎]

トリガー ：”荒廃”クリーチャー化したホワイト・ドラゴンが重傷になる
攻撃 (アクション不要)：近接・爆発５ (爆発内のクリーチャー)：＋7 対 反応
ヒット ：1d6＋3の冷気かつ火ダメージ、および目標を２マス押しやる。
ミス ：半減ダメージ

技能：〈運動〉＋7
【筋】18(＋6)
【耐】18(＋6)
属性：悪

【敏】11(＋2)
【判】15 (＋4)
【知】8(＋1)
【魅】8(＋1)
言語：共通語、竜語

レベル4 精鋭 兵士役(指揮役)

中型・自然・人型、ハーフエルフ(スペルスカー)
hp：90；重傷値：45；回復力回数：1
イニシアチブ：＋8
〈知覚〉＋2
AC 20；頑健14 、反応18 、意志16
移動速度：6 ; セーヴィング・スロー:＋2 ; アクション・ポイント:1 夜目
標準アクション
mロングソード([武器]) ◆ [無限回]

ネヴァーウィンターの偽りの王冠
呪われた王冠に触れてしまったキャラクターがいたなら、王冠
はそのキャラクターの “意志” に対して攻撃を行なう。この攻撃の
結果はすぐには現れず、ドラゴンとの戦闘の最中に現れてくる。

攻撃 ：近接・１ (クリーチャー１体)：＋9 対 AC
ヒット ：1d8＋4ダメージ

王冠の攻撃がヒットしたキャラクターが重傷になった際、その
キャラクターは王冠の魔法に取り憑かれる。冠を持っていた場合、

プレイグチェンジド・マニピュレーション／“荒廃”の操作◆[遭遇毎]

効果 ：セルドラに隣接する１体の”荒廃”クリーチャーは幻惑する(セーヴ終

そのキャラクターは即座に1 回のフリー・アクションとしてそれを

了)
マイナー・アクション
デマンド・オビーディエンス／服従の強要◆[無限回]

取り出して被る。
別のキャラクターが1回の標準アクションとして難易度13の
〈交
渉〉または〈威圧〉判定に成功するまで、そのキャラクターは支配

効果 ：セルドラに隣接する1体の敵は、セルドラの次のターン終了時まで

マークされる。
トリガー型のアクション
セルドラズ・サクリファイス／セルドラの自己犠牲◆[遭遇毎]

状態になる（判定が成功した時点で、王冠に支配されていたキャ
ラクターは1 回のフリー・アクションとして王冠を外すことができ
る）
。

トリガー ：セルドラから4マス以内にいる１体の味方のhpが、攻撃によって

支配状態にある間、そのキャラクターはセルドラあるいは【ネ
ヴァーウィンター・ノーブル】のテーマを持つキャラクターを殺
そうとする。もしセルドラも【ネヴァーウィンター・ノーブル】の
テーマを持つキャラクターもいなかった場合、支配されたキャラ
クターは最も近くにいる味方を攻撃する。
そのキャラクターが " 王冠の攻撃がヒットしているが王冠を
持ってはいなかった” 場合、そのキャラクターは支配状態になる

0以下になる。

効果 (即応・割込)：セルドラは３マスシフトし、トリガー対象となった味方

に隣接する。トリガーとなった攻撃はセルドラに当たり、彼女は死亡する。
【筋】16 (＋3)
【敏】18 (＋6)
【判】10 (＋0)
【知】19 (＋6)
【魅】16 (＋3)
【耐】14 (＋2)
属性：無属性
言語：共通語、エルフ語
装備：ロングソード、プレート・アーマー

（セーヴ・終了）
。支配が終了するまで、そのキャラクターは王冠

結末

を持っているキャラクターを攻撃する。
王冠をかぶっているキャラクターは、ネヴァーウィンター・マン
し

セッション 1 4：ネヴァーウィンター の 偽りの 嗣 子

セルドラ・ティルマランド(S)

P.57 の冒険の結末を参照。

し

トルのオーラを獲得する（P.54 偽りの嗣子セルドラを参照）
。

D
Start Area
S
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■ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版 D&D エンカウンターズ™・アドベンチャー
『ネヴァーウィンターの失われし王冠』
翻訳：滝野原南生
協力：柳田真坂樹、桂令夫、塚田与志也（D＆D第４版 日本語翻訳チーム）
日本語版レイアウト：Fighter-KOU、上田 明(HobbyJAPAN)
日本語版デザインワーク：田中彰（HobbyJAPAN）
編集：上田 明(HobbyJAPAN)、伏見 義行(HobbyJAPAN)
■『ネヴァーウィンターの失われし王冠』は、2011 年に開催の D&D Encounters ™のアドベンチャー
『Lost Crown of Neverwinter』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 11 月時点のものです。
● D&D Encounters ™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 ゲーム開発課
D&D日本語版公式ホームページ：http://hobbyjapan.co.jp/dd/
アナログゲームサポート窓口：cardgame@hobbyjapan.co.jp
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-15-8新宿Hobbyビル
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戦火の瀬戸際の都
数十年間失われたままだった“ネヴァーウィンターの王冠”、す
なわちかつての統治者の一族の象徴がついに現れた。しかし、皆
が皆、王冠が再び現れたのを喜んだ訳ではない。
反乱勢力に加えて、“荒廃”クリーチャーにも悩まされ、ダガルト・
ネヴァレンバー卿はついに冒険者の一団を雇い、“失われた嗣子”
を名乗るものを追って、彼がこの都に対して何を企んでいるのか明
らかにさせるという任務を命じる破目に相成った。冒険の成否に
かかるのは、まさにネヴァーウィンターの市民たちの生命である。
英雄たちが失敗したなら、ネヴァーウィンターには内戦の嵐が吹き
荒れるだろう。
『ネヴァーウィンターの失われし王冠』は、D&Dエンカウンターズ
公式プレイプログラムの、2011年夏のシーズン用にデザインさ
れた、D&Dロールプレイング・ゲーム・アドベンチャーです。本ア
ドベンチャーには、3枚のフルカラーのバトルマップ、14のすぐに
遊べる遭遇、そして本プログラムに関するご案内が含まれています。

