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イチンゲールは記憶に従い、自分の一部でもある海馬号の場所にた
どり着くため、PC 達をこの場所へ誘った。
ナイチンゲール

一方、呪文荒廃を狂気のまま生き延びたビルワチは、ザ・ブラス・

さえず

星空の下、小夜啼鳥は囀る。
その銀の鈴のような歌声が讃えるのは知識の神オグマの聡
明さ、発明の神ガンドの細工の技。

ナイチンゲールを喪失感に苛まれつつ探し求めている。いかなる理
由か、彼は新月の晩にのみ正気を取り戻すことができた。そこでか
れは配下を集め、月に一度指令を出して捜させているのである。

そして、導く先はソード・コースト、キャンドルキープ近

彼は “ 製図室遺跡 ” での PC 達の活躍を聞きつけ、ザ・ブラス・
ナイチンゲールについて何か知っていると判断、再び一月の狂気に

くに隠された工房であった。
今、君たちは白い岸壁へと手こぎのボートで近づいている。
なぎ

夜明け間際、潮の満ち干が止まるこの凪のとき。岸壁に打
ち寄せる波はおさまり、近づくことが可能になる。
は

君たちの前には幻影のヴェールを剥がれ二つの入り口が姿
をあらわにしている。

陥る前に、PC 達が訪れるかも知れない海馬号の工房へ、幹部の “ 六
つ眼のジルワン ” を差し向けた。
ジルワンは工房へ偵察隊を派遣したが、それらが戻ってこなかっ
た（内部のモンスターに破れたのである）ために、待ち伏せ場所を
海上に変更。PC 達が工房から出てくるところを襲うことにした。

小夜啼鳥が出発をうながすかのように君たちに振返る。
さあ、冒険の時だ。
ナイチンゲール

『 小 夜 啼 鳥 と 海 馬 』 は フ ォ ー ゴ ト ン・ レ ル ム を 舞 台 に し た、
D&D4 版用の冒険シナリオである。コア・ルール三冊のみでプレイ
できる。
7 レベルのキャラクター 5 人を想定している。

冒険の背景

以下は、前回までの冒険のあらすじおよび開始状況を示した読
み上げ文である。

さかのぼ

物語は二月ほど前に遡る。
ひょんな事から君たちは歌を忘れた真鍮の小夜啼鳥を手に
入れた。これが元通りに歌を歌うようになればひと財産にな
ると知った君たちは、小夜啼鳥の導きに従い、これが作られ
たとおぼしき遺跡に上陸した。
遺跡の名は “ 製図室遺跡 “ ランタン島。技芸の神ガンドを崇

螺旋髑髏団の首領、“ ぐるぐる眼 ” のビルワチは、かつて野心に
溢れたウィザードであり、呪文荒廃以前にキャンドル・キープ近辺
を拠点に自動機械、及び人造クリーチャーの研究を行なっていた。
彼が創り出そうとしていたのは風に関係なく航行できる動力船
であり、船自体を人造クリーチャーとするという方法が検討されて
いた。この手法の難点は、操縦者と船の間での意思疎通に齟齬が生
じることであった。
そこでビルワチは、操縦者と船（試作品で “ 海馬号 ” と名付けら
れた）との意思疎通を仲介する、半分は人、半分は人造の存在を創
り出した。ランタン島で作られた機械仕掛けの小夜啼鳥に人の魂を
ザ・ブラス・ナイチンゲール

封じ、真鍮の 小 夜 啼 鳥 を作り出したのである。

める者達が集ったランタン島の一部であるが、先の呪文荒廃
でその大部分が波の下へと沈んでしまっていた。
島の残骸を漁る君たちは、途中アンデッドの海賊 “ 螺旋髑
髏団 ” と剣を交える。彼らはこの島の近辺に住む魚人サフアグ
ンに代価を払って、機械仕掛けを引き上げさせていた。
冒険の末、君たちはサフアグンの引き上げた宝物を奪い取
り、その中に宝石で作った植物の種、小夜啼鳥の餌を見つけ
出した。
その餌を食べた小夜啼鳥は歌を取り戻し、君たちの前で百
数十年ぶりに歌を奏でた。

この試みにあたり、かれは秘術の使い手をリッチへと変性させ
る儀式の研究を行なっていた。魂を経箱に封じる手法が、小夜啼鳥
に魂を封じる参考になったのである。
だが彼の実験がほぼ完成しようというとき、呪文荒廃が起こっ
てしまった。既にリッチと化していたビルワチは狂い、そして真鍮
の小夜啼鳥（の中の魂）は記憶を失った。
そう、PC 達が前回の冒険で手に入れ、修復した真鍮の小夜啼鳥
こそがザ・ブラス・ナイチンゲールなのである。
PC 達の手により少しずつ力を取り戻しつつあるザ・ブラス・ナ

その中に歌われていたのは、風も漕ぎ手もなしに自在に海
を進む船、『海馬号』。
そんな船が手に入ったなら、君たちの冒険はさらに新たな
階梯へと登ることができる。
君たちは早速、歌に従い秘密の工房へと赴いたのである。
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今回の導入

小夜啼鳥は PC たちに失われし工芸の技を歌う。その中で PC た

舳先に止まる小夜啼鳥の歌が岸壁にしみいるように消えて

ちの注意を引いたのは、『独りでに帆を上げるばかりか、風がなく

ゆく。と、目の前の岸壁が揺らめき、二つの入り口が露わになっ

ても進むというからくり仕掛けの船、海馬号』である。ただ聞いた

た。
一つは船舶用の出入り口だろう。幅は 30 フィート以上もあ
り、鉄枠の嵌った大きな木製の釣下げ扉となっている。内側
にむけて少し傾いており、どうやら奥に向かって引き上げる
のが途中で止まってしまっているようだ。とはいえ隙間から
中に進入するには水の中に入らなければならないだろう。こ
ちらは、無理だ。
もう一つは幅 20 フィートほどで扉もない。
中をうかがってみると、20 フィートほど先に砂浜が見える。
上陸するならここだろう。

だけでは眉唾もののこの話も、目の前で “ 製図室遺跡 ” の技術の粋
を見せつけられた君たちには充分本当のことと思われた。そして、
そんな船が手には入ればこの先の冒険行にどれだけ役立つことだろ
う。
副次クエスト：螺旋髑髏団の狙いを知る。
経験点：300
PC たちはスコーグからソード・コーストまでの旅路で幾度か螺
旋髑髏団の襲撃を受ける。はじめは単に恨みを買っただけと考えて
いたが、それ以上の何かを感じることもある。螺旋髑髏団がなぜ一

コラム：フォーゴトン・レルム以外で行なう場合
特定の世界設定に限らないでこの冒険を行なう場合、“ 製図室 ”
遺跡で崇拝されていたり、ザ・ブラス・ナイチンゲールに関わる
神格は技術の神ガンドではなく都市と文明の神エラティス（『プレ
イヤーズ・ハンドブック』、P.21）にするのが適切だろう。
ダンジョンそのものは海岸にあり、最後には船での戦闘もあり
得るので、冒険の舞台としては海洋を考えておくと適当である。
記述中の固有地名については、
スコーグ→ PC 達の本拠地。
ソード・コースト→一番近い大陸の海岸
キャンドル・キープ→海岸沿いにある学問の盛んな都市
ウォーターディープ、バルダーズゲート→海岸沿いの大都市
と、置き換えるのが適切である。

今回の梗概
冒険家であるプレイヤー・キャラクター達は手に入れた小夜啼
鳥に導かれ、風も乗組員もなしで進むからくり仕掛けの船、
「海馬号」
を手に入れるため、キャンドルキープ近くにある秘密の工房へと赴

行を付け狙うか、その原因を突き止める必要がある。
副次クエスト：小夜啼鳥に言葉を取り戻す
経験点：300
小夜啼鳥は、身振りであなたたちを導くが、言葉を話すことは
できずにいる。しかし、歌としての言葉（歌詞）は話せるようなのだ。
この小夜啼鳥から直接話を聞くことができたなら、この冒険は更に
おもしろくなるはずだ。小夜啼鳥が導くこの工房にもなにか、その
手がかりがあるかも知れない。

冒険開始時の質疑応答
実際の冒険は、PC 達が岸壁の中にある工房に上陸したところか
ら開始するが、PL はここに至るまでにある程度情報を得ている。
この探険について質問があったなら、キャラクターに情報収集
のため、どのような行動、あるいは技能の使用を行なうか尋ね、そ
れに応じて該当する技能判定を各自 1 回行なわせること。援護に
ついても判定 1 回分に数える。
判定結果については、高い結果が得られたなら下位の情報もあ
わせて得られる。

く。
しかし工房には番人や主を忘れた人造クリーチャーがおり、PC
達に立ち向かう。さらには、追ってきたビルワチの配下が工房から
出てくる PC 達を迎え撃つ。
PC 達は見事に船を得ることができるだろうか。

〈事情通〉

試みることで自動的に得られる情報：アンデッドの海賊、“ 螺旋髑
髏団 ” がその勢力を拡大し、ソード・コースト近辺での出没が報
告されている。これまでと同じように各地を襲撃したり、船を

冒険前の準備
セッションを開始する前に以下の内容についてプレイヤーに示
し，適宜対応すること。

襲っているが、相変わらず脈絡が判明しない。
難易度 20：螺旋髑髏団の首領、“ ぐるぐる眼のビルワチ ” が廃家
の前に姿を現すことはほとんど無い。が、数少ない噂によるな
ら豪奢なローブとガウンに身を包み、鉄の冠をかぶった人型の
男であるという。とある商船にビルワチが降り立ったときには、

１）クエストの提示
２）冒険開始時の質疑応答（情報収集活動含む）
３）ウィザードの当日呪文選択

クエスト
主要クエスト：『海馬号』を手に入れる
経験点：1500（6 人なら 1800 点）



船倉のネズミやフナムシが先を争ってその船から逃げ出したと
いう。
難易度 25：ビルワチは確かに脈絡のない指示を出すことで有名だ
が、新月の頃にはごくしっかりとした判断を下すという。

〈自然〉

試みることで自動的に得られる情報：ソード・コーストは切立っ
た岸壁であり、キャンドルキープ近くでは打ち寄せる波と、波
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螺旋髑髏団

の下の岩礁によって水先案内人なしで岸壁に着けることは難し
い。ウォーターディープ、バルダーズ・ゲートという二つの都
市が繁栄しているのも、その二つだけが安全に船を着けること
ができる港となっていることによる。
難易度 15：潮の干満のちょうど境となる時間帯には打ち寄せる波
が穏やかになり、岸にたどり着くこともが可能になる。ただし
暗礁が多いため、岸に着けるには水路を熟知しているか、底の
浅いボートを使うかする必要がある。

賊。
眼窩に禍々しい螺旋を描いた髑髏の旗を見れば、百戦錬磨の
オーク、酷薄無比な無頼者でさえ帆を上げて逃げ出そうとする。
そのオールを漕ぐのは疲れを知らぬアンデッドであり、もしも凪
の海で出会ってしまったならもはや逃れる術はない。
彼らは強力なアンデッドに率いられた海賊であり、彼らの首領

自動運行船調査工房

かつてビルワチが製作を行なっていた工房であり、キャンドル
キープ近くの岸壁の奥に隠されている。岸壁の奥の港と、そこに
つながる乾ドック、研究施設から構成されている。

近海に数多く存在する海賊の中でもっとも恐れられている海

工房そのも

のは、巧妙にカモフラージュの幻影（合い言葉で消え失せる）が
施された岸壁に隠されている。ドックへの入り口にはスピンクス
のつがいが番をしている。彼らは呪文荒廃以前に喚び出され、そ
のまま呪縛されている。 船体の作成に使役されていた人造クリー
チャーや使役されていたエレメンタルは今なお活動しているが、
呪文荒廃の影響を受けてか作動が不良である。また、天井の支柱
などが老朽化しており崩落の可能性がある。

まなこ

ぐるぐる眼のビルワチにしか真意のわからない目的のためにネラ
ンサー諸島の各地に出没、略奪を行なっている。その凶行には全
く脈絡がない。
海賊達の間では、彼らの頭領は狂っているということで意見が
一致している。構成員について言えば、彼らもまた狂っていると
言う意見もあれば、恐れのあまり従っているという意見もある。
だが、そもそもアンデッドの正気など誰が信じるのだろうか？
そしてそのアンデッドと肩を並べる生者が狂っていないとでも言
うのだろうか？

遭遇０．工房への上陸
地図 1 を参照
PC 達は砂浜の西端に上陸する。以下を読み上げること

〈宗教〉

試みることで自動的に得られる情報：“ 驚きをもたらすもの ” ガ

入り口からある程度までは明かりが届いていたが、暗闇は

ンド神は “ 知識の王 ” オグマに仕えている神格であり、発明、製

なお深い。君たちの明かりで照らしても、洞窟の南の端は見

作、職人を保護していた。精力的な神格で思考よりも実践を重

えるか見えないか。波は静かで外の音も届かず、潮の匂いの

んじ、仕えるクレリック達も数々の不思議なものを作り出した。

満ちた洞窟の中は重苦しい。

オグマ神はフェイルーンにおける最大の知識の神であり、そ

海中から一つ、傾いた櫓が立っている。左手側には砂浜が

の教会はあらゆる本、巻物、知識を集め分配する責任を負って

広がっており、瓦礫が山となっている。最初は流木かと思っ

いる。彼とその仲間の神を祭った学びの城砦、キャンドル・キー

たが、実際にはそれらは錆の浮いた歯車やカムシャフトなど、

プはフェルーン中の書物を集めていることで名高い。

ここ数ヶ月で見かけることの多くなった部品――機械の一部

難易度 20：ガンド神は地上に新たな技術をもたらすためにオグマ
に知識を要求したり、己の目的のため、ときにいかがわしい取

――であった。
そして、目の前には比較的新しい船が一隻、係留されている。

引をすることもあるという。彼は技術の獲得を最重要の目的に

禍々しい黒塗りで、マストから垂れ下がっている海賊旗は眼

している。教会はレンズや時計、からくり仕掛けなどを売って

窩に螺旋を描いた髑髏。君たちが最近やり合っている螺旋髑

活動資金を稼いでいる。

髏団のものだ。
さらに、この空間の東には埠頭と大きな閉ざされた門が、

〈魔法学〉

北には天然洞窟がある。

難易度 15：真鍮の小夜啼鳥は、尋常の魔法のアイテムではない。
アーティファクトと呼ばれる特殊な、独自の意志と目的を持っ
た魔法の品物である。アーティファクトは意志と目的とを備え、

内部は照明が無く、開口部から５マスまでが “ 薄暗い ” 照明、そ
の奥は “ 暗闇 ” である。

使用者と意志を通わせること、目的を果たすことで次第に真の
力を発揮する。この小夜啼鳥は言葉で意志を通わせることはで
きないが、振る舞い方で自分の意志を示している。
難易度 20：人工クリーチャーに自律行動能力をあたえる手段は
様々あるが、実用に耐える手段（ゴーレムなどに使用される）
手段は、元素の精霊などの霊体をその中に封じることである。が、

場所 1：この場所はかつて資材運搬用の船を停泊させていた埠頭
である。現時点では螺旋髑髏団が乗って来た船が停泊している。
洞窟の南半分は岩を削り水深を確保、ドックから外へ出るため
の通路にしてある。
派遣された螺旋髑髏団の先遣隊は当初、東の埠頭にある入り

この小夜啼鳥の振る舞いを見るに、封じられている霊体はかな

口から工房の中へ入ろうとしたが、スピンクスに追われて撤退し（ビ

りはっきりとした自我を備えているようだ。

ルワチはスフィンクスが存在したという記憶を失っており、ジルワ
ンに対処方法を教えていなかった）、さらに砂浜でジャイアント・
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遭遇１：無数の顎の待ち伏せ

シー・スレーター（巨大フナムシ）に襲われ、壊滅した。
北の天然洞窟は倉庫（場所 2）につながっている。その周辺には、
壊れた樽（ぼろぼろになった木材とでようやく樽と判明する）、ぼ
ろぼろになった麻袋などが半ば砂に埋もれている。
埠頭の上、東の壁には奥の研究施設への扉があるが、バリケー
ドで封鎖されている。また、門も閉じたままである（エリアの情報

遭遇レベル9
セットアップ
遭遇 1 の図を参照。
この遭遇には以下のクリーチャーが登場する。

を参照）。

〈自然〉判定

ジャイアント・シー・スレーター（G）

3体

シー・スレーターの大群（S）

2体

難易度 15：各出入り口近辺は船が入れるように岩が削られている。
大きな出入り口の方は大きな船体が通るためだろうか、かなり
深く水路を確保してあるようだ。

PC たちがシー・スレーター達に気がついていたなら以下を読み
上げる。

難易度 20：洞窟の入り口付近の状況から推測するに、もとは波に

瓦礫（あるいは船の下や荷物）の下水中から、わらわらと

よって削られた洞窟であったようだ。それを更に加工したのだ

たくさんの脚を持った楕円形の節足動物がわき出してきた。

ろう。ところどころ崩れており、決して安全とは言えない。

一匹一匹は 1 フィート（30cm）ほどと小さいが、の大群となっ
て顎を噛み鳴らして迫ってくるのには怖気を奮わずにいられ

〈知覚〉判定

（船舶用出入り口）難易度 15：船舶用の出入り口の門は釣下げ扉
で中に引き上げられる途中で止まってしまっている。扉のふち

ない焼け焦げた死体がうごめき、君たちの隙をうかがってい
る。そして、この群れに呼応して 5 フィート（1.5m）はあろ
うかという大きなフナムシが船の影から現れた！

などを見ると海藻や貝の剥がれた痕跡が新しく、この扉が動い
たのはつい最近の事のようである。
また、砂浜には骨片や黒い肉片めいたものが散らばっており、

PC 達がシー・スレーターに気付いていなかったなら、それぞれ
の場所から 3 マス以内に近づいた時点で以下を読み上げる。

ところどころ乱れた足跡のようなものがあるが、個体の区別は
つかない。
21：奥の瓦礫から、がさがさと物音がする。シー・スレー

難易度

ターの大群が隠れている。
PC 達が気がついたなら遭遇 1 を開始する。
難易度

29：奥へいくつか足跡が向かい、そして戻ってきてい

ないことがわかる。

灰色の波が突然わき出して君たちに覆い被さってくる。キ
チキチと大顎の立てる音で、その波が無数のフナムシの群れ
であると気がついた

戦術
いずれもまずは手近のクリーチャーに対して攻撃を行なう。そ
の後、継続的［毒］ダメージを受けているクリーチャーがいるなら

（係留されている船）難易度 15：船からは何も物音は聞こえない。
舷側からはロープが垂れ下がり、白骨となった腕が一本未練が
ましくそれを掴んでいる。
難易度

21：船の下、砂浜に子供の握り拳ほどの穴が掘られてい

る。なにかの巣だろう。

それを積極的に狙い、弱体化させようとする。
ジャイアント・シー・スレーターは弱体化したクリーチャーが
でたらそれを優先的に狙い、フィードで大ダメージを与えようとす
る。ジャイアント・シー・スレーター、シー・スレーターの大群の
合計数が 2 以下となったなら船の下の巣に逃げ込み、以降出て来
なくなる。

PC 達がジャイアント・シー・スレーター（G）またはシー・スレー
ターの大群（S）から 3 マス以内に侵入したところで遭遇 1 を開始
する。

このエリアの情報
浅瀬：浅瀬は移動困難な地形である。浅瀬に入ったジャイアント・
シー・スレーター、シー・スレーターの大群は水上からの攻撃
に対して良好な遮蔽と視認困難を得る。
瓦礫：瓦礫の散乱しているマスは移動困難な地形であり、さらに
後にいるクリーチャーは遮蔽を得る。
埠頭：埠頭部は砂浜、水面より 10 フィート高い。階段を使わず
に壁を登攀する場合、難易度 20 の〈運動〉判定が必要。
いかだ

櫓：櫓の後にいるクリーチャーは遮蔽を得る。櫓の高さは 10 フィー
トであり、登攀難易度 10。

水路の扉：奥の乾ドックへつながる水路は幅 40 フィート、高さ
20 フィートの巨大な扉で閉じられている。鍵がかけられている
わけではないが、制御装置は研究室および水路の方にあり、外
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からは開くことはできない。また、鍵こそかかっていないが水
圧に耐えるために歯車で固められており、無理矢理開くには難
易度 25 の【筋力】判定が必要である。
バリケード：研究施設（場所３）へ続く扉は流木やロープを用い
たバリケードで封鎖されている。打ち破るためには【筋力】判
定難易度 20 が必要である。これは、研究室前にいたスピンクス
たちから逃れるため螺旋髑髏団が作った。
船：この船は螺旋髑髏団が乗ってきたもので、沿岸航海に必要な
工具や策具、集めた機械仕掛けの部品が積み込まれている（こ
れらは船に乗り込んで調べると判明する）。また、船室の机には
ビルワチからの指令書他の品がある。『遭遇の結末』を参照。
制御装置：北側にある埠頭、水路脇の壁には故障した制御盤があ
る。これは壁に描かれた魔法陣であり、魔法陣にはめ込まれた
半貴石を組み替えることで外への門の開閉、乾ドックへの水門
の開閉等を行なうようになっていた。しかし、先だって螺旋髑
髏団が操作した時点で、呪文荒廃の影響もあり、この場所の制
御装置は壊れてしまった（門の開閉機構自体はまだ生きており、
乾ドック部の制御盤で操作できる）。

第二話「小夜啼鳥と海馬」
シー・スレーターの大群
レベル6 暴れ役
中型・自然・野獣（の大群）（水棲）
XP250
イニシアチブ＋7
感覚〈知覚〉＋4；暗視
スウォーム・アタック／群がり攻撃：オーラ1；範囲内でターン
を開始したクリーチャーは皆、（5＋その敵に隣接している“シー
・スレーターの大群”の数×2）のダメージを受ける。
hp：86；重傷値：43
AC18；頑健18、
反応19、意志14
抵抗：近接および遠隔攻撃からは半減ダメージ；脆弱性：近接範
囲および遠隔範囲攻撃に対する脆弱性10
移動速度：6、登攀6（蜘蛛歩き）、水泳6
m スウォーム・オヴ・マンディブルズ／群れなす顎
（標準；無限回）◆［毒］
＋8 対 “反応”；1d6+1+特殊ダメージおよび継続的［毒］ダメージ5
（セーヴ・終了）；すでに継続的［毒］ダメージを受けている
クリーチャーは、加えて弱体化状態になる（セーヴ・終了）。
シー・スレーターの大群の攻撃は、目標に隣接しているシー・
スレーターの大群の数に等しい追加ダメージを与える。
サヴァイヴァル・インスティンクト／生存本能（即応・対応、
遠隔範囲または近接範囲攻撃のヒットを受けた時；無限回）
シー・スレーターの大群は3マスシフトする。
属性：無属性 言語：――
技能：〈隠密〉＋12
【筋】11（+3）【敏】19（＋7） 【判】12（＋4）
【耐】16（＋6）【知】  3（－1） 【魅】8（+2）

〈魔法学〉判定難易度 20 に成功することで、この制御盤が、
１）魔法の力で門を開閉するための装置であること。
２）現時点では機能しておらず、おそらくそれは呪文荒廃の影
響による。
が判明する。難易度 25 まで成功したのなら壊れているのはこ
の制御盤だけであること（もとの門の開閉機構はまだ健在かも
知れないこと）が判明する。

遭遇の結末
冒険者たちがシー・スレーターを倒したなら、再び工房は静ま
りかえる。
螺旋髑髏団の船にはジルワンを経由したビルワチからの指令書
があり、調べればすぐ発見できる（ハンドアウト１）。

ジャイアント・シー・スレーター
レベル6 遊撃役
中型・自然・野獣（水棲）
XP250
イニシアチブ＋9
感覚〈知覚〉＋3；暗視
hp：68；重傷値：34
AC20；頑健18、
反応20、意志16
移動速度：8、登攀8（蜘蛛歩き）、水泳4；スカットル も参照のこと
mバイト／噛みつき
（標準；無限回）◆［毒］
＋11対AC；1d6＋2ダメージおよび継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・
終了）。すでに継続的［毒］ダメージを受けているクリーチャ
ーは、加えて弱体化状態になる（セーヴ・終了）。
フィード／喰らう（標準；無限回）
目標は弱体化状態のクリーチャー 1体；＋11対AC；3d6＋2ダメ
ージ。
スカットル／早足（移動；無限）
ジャイアント・シー・スレーターは4マスシフトする。
シフトによって味方の接敵面内に入るとき、その移動はシー・ス
レーターがシフトできる限界である“4マス”には数えない。

ハンドアウトからは次のことがわかる。
・記された日付は今から２週間ほど前、新月の頃。
・文字はひどいくせ字で汚く、綴りのミスが多い。

属性：無属性 言語：――
技能：〈隠密〉＋12
【筋】15（＋5）【敏】19（＋7） 【判】11（＋3）
【耐】12（＋4）【知】3（－1） 【魅】10（＋3）

・〈看破〉の難易度 20 に成功したなら、おそらく書き手は偏執的
な精神の持ち主（ひどい癖字は一目で読めないように警戒した
もの）のうえ、手紙の後半ではひどく動揺・混乱していること
が読み取れる。

シー・スレーターに関する知識
〈自然〉難易度 10：磯や浜辺の流木の中には無数のシー・スレー
ターが棲みついており、打ち上げられた有機物や流木を喰らう。

このハンドアウトを手に入れた時点で “ 螺旋髑髏団の狙いを知
る ” の副次クエストが達成される。
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穴の壁面にはラッタルが取り付けられている。それらの金属
はひどく腐食している。縦穴の下はインクを落としたように

遭遇レベル7（XP1,500＋）

真っ暗で何も見えない。

注：この遭遇で PC たちが実際に獲得する経験点の総量は、ブラッ
ク・プディングが生み出すスポーンの数しだいで変動する。
遭遇２参照。

正確にはこの時点ですでにブラック・プディングが登り始めて
いる（暗闇に見えるのはプディング本体）。遭遇を開始すること。
なお、知識判定に成功すればわかることであるが、ブラック・プディ

セットアップ

ングの酸は、岩・骨・金属を含めてあらゆるものを溶かせるが、特
に必要ないので鉄棒を溶かしたりはしない。が、DM は演出兼警告

この遭遇には以下のクリーチャーが登場する。

として鉄棒を溶かしても構わない。

シャンブリング・マウンド（S）

2体

ブラック・プディング（B）

1体

冒険者一行が 2 － 2 に入ったなら次の文章を読み上げる。

場所２：ここはかつて食料その他の雑品を貯蔵する倉庫であった。
今ではごみを漁る知能の低いモンスターたちの棲家である。
あぶら

目の前にはなにやら大きな苔というか海藻の塊が小山のよ
うに積み上がっている。あたりには錆びた樽のたがが転がっ

場所 2 － 1 は緩やかに登っていて、そちらはかすかに脂の匂い

ており、ところどころに白いかけら（小動物の骨片）が砂に

がする。これは、2 － 1 の奥、場所 3 － 6 の厨房からの煙出し

混じっている。

穴（通気口）から料理の煙が長らくここを通っていたためである。
そのため、2 － 1 の洞窟、および残されたがらくたの幾つかは
獣脂のすすがこびりついている。場所１で足跡を発見していた

シャンブリング・マウンドは PC たちが 2 －２のエリアに来たと
ころで戦闘を開始する。

場合、それは２－ 1 奥への坂付近でぐしゃぐしゃになっており、
何があったか察するのは難しい。実際には、場所２に巣くって

戦術

いたブラック・プディングが通気口をのぼってきて螺旋髑髏団

PC たちが 2 － 1、２のいずれかのエリアの奥に入ったところで

をを襲ったのだ。ブラック・プディングは今もなお健在で、獲

そこに住むクリーチャーとの遭遇が始まる。戦闘が開始されたなら、

物の振動を感知すると登ってくる。

3 ラウンド後にその音や振動を聞きつけてほかの場所に住むクリー

2 －２はかつて食料品などが積まれていたが、シャンブリング・

チャーもやってくる。これらのクリーチャーは基本的に、一番近く

マウンドの胞子が発芽したため有機物は消化された。シャンブ

にいるクリーチャーを攻撃し、餌とする。

リング・マウンドは浜に出て餌（シー・スレーターなど）をとっ

シャンブリング・マウンドはまず敵をつつみこもうとする。そ

ていたが、螺旋髑髏団の侵入を警戒し空腹に苛立っている。

の後は、つつみこんだ敵からヒット・ポイントを吸収しつつ、邪魔

冒険者一行がこのエリアに入ったなら次の文章を読み上げる。

な他の敵を片付ける。シャンブリング・マウンドは大きなブラック・
プディングを取り込めないため、ブラック・プディングの攻撃が届

砂浜から自然洞窟に一歩踏み込む。傍らには崩れかけた樽
や半ば腐りかけた麻袋が転がっている。おそらくはここに物
資が蓄えられていたのだろう。
明かりに照らされた洞窟の奥には、変色しカビや苔の生え

くところからは逃れようとする。また、残り 1 体かつ重傷となっ
たなら住処に逃走する。
ブラック・プディングに戦術と呼べるものはなく、死ぬまでた
だ単に一番近くの目標を攻撃する。ブラック・プディングに［武器］

た小山のような帆布の塊が転がっている。右にひろく通路が

攻撃がヒットするたびに 1 体のブラック・プディング・スポーン

広がっており、奥に漆喰で固めた竈のようなものがある（注：

が生まれる。

煙出し穴に砂が落ちないように、盛り上げてある）。洞窟には
様々な匂いが入り交じっていて、変な気分がする。
冒険者一行が 2-1 に入ったなら次の文章を読み上げる。

このエリアの情報
換気口：これは地面に空いた換気口であり、生活区画の台所、竈
の上に出ることになる。これによりバリケードを迂回して場所

こちらの奥に向かってゆくと脂の匂い、宿の台所で嗅ぐ匂

３：生活区画へと進入できる。中には侵入者を阻むため鉄棒が

いが強くなる。床にある漆喰の塊はどうやら下の階からの煙

仕掛けてあるが、取り外しは容易。ただし、ブラック・プディ

出し穴であろう。すすに黒く汚れており、周囲の岩にもすす

ングは隙間を通って出現する。

は着いている。煙出し穴は大きく、人一人が容易に降りられ

すすで黒くなってはいるが、埃やクモの巣はなく綺麗である。

る縦穴となっている。

遭遇の結末
2 － 2 には、特に目を引くものは無い。

冒険者一行が煙出し穴を調査し始めたら次の文章を読み上げる。

2 － 1 からは場所 3 の厨房へ移動できる。こちらのルートを取
ることにより PC たちは研究施設を調査し、工房にいるエレメンタ

地上の煙突と同じように、異物よけだろうか穴には十文字

ル達との戦闘を避けられる可能性がある。

に鉄棒が渡してある。実際に縦穴としても使っていたのか、
DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
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シャンブリング・マウンド
レベル9 暴れ役
大型・自然・自律体（植物）
XP400
イニシアチブ＋5
感覚〈知覚〉＋4；暗視
hp：120；重傷値：60
再生：5
AC21；頑健23、反応18、意志17
完全耐性：［電撃］；ライトニング・アフィニティ も参照のこと
移動速度4（沼渡り）
m テンドリルズ／つた状の腕
（標準；無限回）
間合い2；＋12 対 AC；1d8＋6ダメージ。
エンヴェロッピング・ダブル・アタック／ 2回攻撃包み込み
（標準；無限回）◆［回復］
シャンブリング・マウンドは2回の基礎攻撃を行なう。サイズ分
類が中型以下である同一の目標に2回ともヒットした場合、シャ
ンブリング・マウンドはその目標に対して二次攻撃を行なう。
二次攻撃：＋12 対 “頑健”；目標はシャンブリング・マウンド
の接敵面内に引き寄せられ、包み込まれて拘束状態になる
（セーヴ・終了）。このパワーによって拘束状態になっている
目標に対しては、いかなるクリーチャーも視線や効果線を通
すことができない。毎ラウンドのシャンブリング・マウンド
のターンの開始時に、包み込まれている目標は10点のダメー
ジを受け、シャンブリング・マウンドは10ヒット・ポイント
を回復する。シャンブリング・マウンドは同時に2体までの
クリーチャーを包み込むことができる。このパワーの効果に
対するセーヴに成功した目標は、シャンブリング・マウンド
に隣接するマスのいずれか（その目標が選ぶ）に現れる。
ライトニング・アフィニティ／電撃吸収
（即応・対応、［電撃］攻撃のヒットを受けた時；無限回）◆［回復］
シャンブリング・マウンドは10点のhpを回復する。
属性：無属性 言語：――
【敏】12（＋5） 【判】10（＋4）
【筋】22（＋10）
【耐】20（＋9）【知】5（＋1） 【魅】10（＋4）
ブラック・プディング
レベル8 精鋭 暴れ役
大型・自然・野獣（ウーズ、無視覚）
XP700
イニシアチブ＋6 感覚〈知覚〉＋4；擬似視覚10、振動感知10
hp：163；重傷値：86
AC20；頑健22、
反応20、意志18
完全耐性：［凝視］；抵抗：［酸］15
セーヴィング・スロー：＋2
移動速度：4、登攀3
アクション・ポイント：1
m スラム／叩きつけ
（標準；無限回）◆［酸］
＋9 対 “頑健”；2d6＋4［酸］ダメージおよび継続的［酸］ダメージ5
（セーヴ・終了）。
c エンガルフ／包み込み
（標準；無限回）◆［酸］
近接範囲・噴射3；＋9 対 “頑健”；2d6＋4［酸］ダメージ、目標はつ
かまれる。
維持・標準：ブラック・プディングはつかみを維持する。目標は
2d6［酸］ダメージを受け、さらに回復力を1回分失う。
回復力使用回数が0の目標は、代わりにその目標のレベルに等し
いダメージを受ける。
マーキュリアル・ボディ／流動性の体
ブラック・プディングは移動困難な地形を無視し、移動によって
機会攻撃を誘発することもない。
スプリット／分裂
（ブラック・プディングに［武器］攻撃がヒットした時；無限回）
ブラック・プディングに隣接するマス（あるいはブラック・プディ
ングにもっとも近い、何ものにも占められていないマス）に1体
のブラック・プディング・スポーンが出現する。
属性：無属性 言語：――
【筋】15（＋6）【敏】14（＋6） 【判】11（＋4）
【耐】19（＋8）【知】1（－1） 【魅】1（－1）



ブラック・プディング・スポーン
レベル8 雑魚 暴れ役
中型・自然・野獣（ウーズ、無視覚）
XP 88
イニシアチブ＋6
感覚〈知覚〉＋4；擬似視覚10、振動感知10
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC 22；頑健 24、
反応 22、
意志 20
完全耐性：［凝視］；抵抗：［酸］15
移動速度：4、登攀3
mスラム／叩きつけ
（標準；無限回）◆［酸］
＋9対“頑健”；10［酸］ダメージ。
マーキュリアル・ボディ／流動性の体
ブラック・プディング・スポーンは移動困難な地形を無視し、移
動によって機会攻撃を誘発することもない。
属性：無属性 言語：――
【筋】15（＋6）【敏】14（＋6） 【判】11（＋4）
【耐】19（＋8）【知】1（－1） 【魅】1（－1）

ブラック・プディングに関する知識
この流動的な体を持つウーズは、タールの池のように地
面を這いずり動き、出くわしたものすべてを溶かしてどろ
どろにしてしまう。
〈自然〉難易度 14：ブラック・プディングはダンジョン内のゴ
ミをあさるウーズである。体表を分厚く覆うタールのような酸
は、岩・骨・金属を含めてあらゆるものを溶かす。

シャンブリング・マウンドに関する知識
難易度 15：シャンブリング・マウンド（「よろめき歩く小山」ほ
どの意）は沼地や湿地帯に生息している。普通の個体は、獲物
を体内に包み込み、根のような触手で押しつぶす。
難易度 20：シャンブリング・マウンドは［電撃］を吸収して自
分の傷を癒すことができる。
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は煙出し穴が空いており、場所 2 － 1 につながっている。有機
物は一切残っておらず、金属も腐食してしまっている。
場所 3：この区画は工房のウィザード、および職人達の生活区画

3 － 7 はビルワチの居室であり、鉄扉にはアーケイン・ロックの

かつ私室であった。しかし、進入してきたブラック・プディン

儀式が施されており、ブラック・プディングの攻撃に耐えている。

グにより 3 － 4 ～ 3 － 6 の区画にあったものは（扉を含めて）

また、中は荒らされていない。

すべて溶かされたり、破壊されている。そのため、3 － 4 ～ 3
－ 6 の床には埃がほとんど残っていない。

この区画に入る方法は基本的に２つある。一つは場所１におい
て螺旋髑髏団が施したバリケードを外し 3―１へ侵入する道。もう

3 － 1 にはこの工房の番人として召喚された、つがいのスピンク

一つは場所２―１の煙出し穴を経由し、３―６の厨房から進入する

スがおり、身の証を立てぬ限り奥へは通そうとしない。彼らは

道である。いずれのルートを通っても３―１の番人の間を通らなけ

責任者たるビルワチとの盟約によりこの施設を守っていたが、

れば場所４の工房へはたどり着けない。

呪文荒廃の影響を受けて貧弱な姿になったことを嘆いている。
3 － 2 はドック（場所５）へのエントランスでありかつては作業

PC たちが３―１に向うなら、“遭遇３―Ａ 永遠の番人 ” を行なう。

着や水路での活動に必要な資材がおいてあった。現在、この場

PC たちが３―７に向うなら、“ 遭遇３―２Ｂ 研究室 ” を行なう。

所にあるのはぼろぼろになったロープの山と滑車ブロック、フッ
クと言った品物ばかりである。
3 － 3 は工房区画（場所４）へのエントランスであり、やはり作
業服や工具、応急手当の道具などが備え付けられていた。今は
朽ち見る影もない。
3 － 1 ～ 3 の扉は扉は鉄製の丈夫なものとなっている。3 － 2 と

遭遇3-Ａ：永遠の番人たち
遭遇レベル7（XP1,600）
セットアップ

この遭遇には以下のクリーチャーが登場する。

3 － 1 の間の扉には 3 － 2 の方から、3 － 3 と場所４、５との

レッサー・スピンクス

雄（Ｍ） 1 体

間の扉 3 － 3 の方から、閂と精巧な錠前が施されている（“ この

レッサー・スピンクス

雌（Ｆ） 1 体

エリアの情報 ” を参照）。また、3 － 1 と 3 － 4 ～ 3 － 7 区画へ
の扉は 3 － 1 の方からの隠し扉となっている。そのため、場所

場所 3 － 1：ビルワチは研究の後半は主にザ・ブラス・ナイチンゲー

１からここに来た PC たちはよほど注意深くない限り、3 － 4 ～

ルにかかりきりとなった。これが完成に近づいたときビルワチ

3 － 7 に気付くことはないだろう。

は、番人とするべく 2 頭のスピンクスを喚び出した。

3 － 4 は職人の寝室だが、家具扉のたぐいはすべて破壊されており、
価値あるもの、興味引くものはない。
3 － 5 は作業員および魔法使いたちの食堂であり、集会所でもあっ
た。壁には「休養日以外の賭は禁止！」などと注意書きがチョー
クで書かれている。
3 － 6 は厨房であり、竈や水瓶が据え付けられている。竈の上に

スピンクスたちは当時は大型サイズの堂々とした者達であった
が、呪文荒廃の折にアストラル界とのつながりがいったん断た
れ、力を失ってしまった（小さくなった）。
この部屋から 3 － 4 ～３－ 7 への扉は隠し扉（〈知覚〉難易度
25）になっている。また、３―４への扉には、閂と錠前が 3 －
4 の方からかけられているため、開くには扉を破壊するほかない
（【筋力】判定難易度 25 が必要）。
冒険者一行が 3 － 1 に入ったなら次の文章を読み上げる。

中は装飾が施され、リレンド、ラマッス、ケンタウロスな
どがそれぞれに楽器をつま弾く宗教画がある。
そして、部屋の四隅には細工の施された台がある。手前二
つには何も残されていないが、奥の二つには子馬ほどの獅子
が座り、部屋に入ってきた君たちをねめつける。その獅子の
頭は人の頭で、男女の番となっていた。
スピンクスは侵入者（あなたたちのことだ！）を見とがめ
ると、物憂げに口を開いた。
「お主らは、いったい何者か」
「ここは工芸の神ガンドに捧げられし工房。蓄えられた知識
と磨き上げられた技術の価値を理解せず、ただ奪うだけの者
達は早々に立ち去るがよい」
「己がそのような輩でないというのであれば、そのことを我
が前に示すがよい」
「答えよ！」
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スピンクス達は契約により奥への道をふさいでいる。彼らが通

カウントを一つ獲得する。負けたなら、謎に答えられず、失敗カウ

すのは、

ントを一つ得る。

１）ビルワチの残した合い言葉を知っている者（しかしそのビル
ワチは発狂し、すでにその言葉は失われて久しい）

アイテム、パワーの使用は制限しない。しかし解答者以外がパ

２）己がただの遺跡泥棒ではないと示せる者。すなわち、スピン
クスたちとの謎勝負に勝ったもの。

ワーや技能で援護を行なったり、解答を教えたりすると大変に怒る。
詳しくは以下参照。

である。この謎勝負を拒んだ者や、スピンクスたちとのやりと
りがひどく無礼・不作法であった場合には、この番つがいは飛
びかかってくる。

技能チャレンジ
スピンクスとの謎勝負
技能チャレンジ

そっと手伝う（〈はったり〉）
解答者の PC に他のキャラクターが援護をするのを、スフィンク
スは見張って許さない。つがいのうち出題しない側は毎ラウンド〈知
覚〉判定（受動〈知覚〉＋ 16）と〈看破〉判定（受動〈看破〉＋

レベル7
XP900

番のスピンクスは座り直し、神にこの謎勝負の正当さを誓

22）を行なって不正を見張っている。
援護や手助けを行なうには、それぞれ援護に成功した上で、ひ
そかにヒントを解答者に伝えるための〈はったり〉判定に成功せね
ばならない（〈看破〉との対抗判定）。する必要がある。

う。そして、口を開いた。「示すべき智慧の数は八つ」、「一つ

これらの手助けがスピンクスに見破られたなら、スピンクスは 1

の間違いは、アズースの秘儀を乞うて許す」、「二つめの間違

回目は罰則として成功カウントを一つ取り消す。2 回目は失敗カウ

いはラサンダーの慈悲を乞おう」、『しかして三つめの間違い

ントを一つ増やす。そして、次は許さないと警告する。3 回目は攻

はオグマの巻物にしるし、消して忘れず、覆すことならぬ！』

撃を仕掛けてくる。

複雑度

3（3 回失敗する前に 8 回成功しなければならない）

主要技能

〈自然〉、〈宗教〉、〈地下探険〉、〈魔法学〉、〈歴史〉（以下参照）

副次技能

〈看破〉、〈交渉〉、〈はったり〉等（以下参照）

得手不得手を見破る（〈看破〉）
二体のスピンクスはそれぞれ分野に得手不得手がある。自分の
得意分野（雄なら〈自然〉、
〈魔法学〉、
〈歴史〉。雌なら〈宗教〉、
〈地
下探険〉、
〈歴史〉）、不得意分野（雄は〈宗教〉と〈地下探険〉、雌は〈自
然〉と〈魔法学〉）を解答者が指定したときにそれが態度に表れる。
謎勝負の最中に、スピンクスの〈はったり〉と〈看破〉を試み
る PC とで対抗判定を行なうこと（難易度 17）。それにより今の謎

成功

スピンクスは PC たちを認め、奥への道を開く。

失敗
スピンクスは PC たちをただの侵入者と見なし、通そうとしな
い。なおも PC が食い下がるのであれば、
「盗人ではない証を立てよ」
と持ちかける。

勝負がそのスピンクスの得意分野だったか、苦手分野だったかがわ
かる。

〈威圧〉、〈交渉〉
〈威圧〉（難易度は雄 26、雌 28）、
〈交渉〉（難易度は 17）に成功
することで PC たちは自分たちから謎を出し、スピンクスに解答さ

具体的には PC たちが持つ中で一番レベルの高い魔法のアイテム

せる勝負を行なう事ができる。その場合、スピンクスが解答できな

（あるいはそれに相当すると DM が判断するアイテム、ただしザ・

ければ（対抗ロールに敗れれば）成功カウントを一つ獲得する。ま

ブラス・ナイチンゲールは除く）を一つこの場に差しだし、置いて

たスピンクスが解答できたなら、失敗カウントを一つ得てしまう。

ゆくことを求める。こうして単なる物取りではないと身の証を立て
たなら、スピンクスは PC たちを通す。
それも拒絶するなら、スピンクスを倒すほかない。

PC たちから出題する場合、一般的な知識判定に用いる技能（〈自
然〉、〈宗教〉、〈地下探険〉、〈魔法学〉、〈歴史〉）に加えてほかの技
能をつかって出題できる。ただし、これには適切なロールプレイが
必要である。例としては、人体知識や病気に関する謎勝負（〈治療〉）、

この技能チャレンジはスピンクスとの謎合戦という形を取る。1
題につき解答できるのは 1 人のみで、いったん勝負をしたなら、
全員が一回りするまでは再び解答できない。（「うむ、おぬしは正当
かも知れぬ。が、後の輩もそうとは言えまい？」）

左右のどちらの手に小石を持っているかを当てさせる（〈盗賊〉）な
ど。
なお、この場合は必ずしも出題者と同じ技能で対抗する必要は
無い。個々の技能の説明に応じ、対抗する技能（または能力値判定
など）を行なう事。

知識系技能（〈自然〉、〈宗教〉、〈地下探険〉、〈魔法学〉、〈歴史〉）
スピンクスはまず雄と雌、どちらかを出題者として選ばせ、次

戦術

に〈自然〉、〈宗教〉、〈地下探険〉、〈魔法学〉、〈歴史〉の技能 5 分

雄のスピンクスは、敵の前衛の中でもっとも守りの薄そうな敵

野から 1 分野を選ばせ、そこから出題する。解答者は（スピンク

を狙う。アクション・ポイントは 1 体の敵が重傷になった時点で

スの該当技能のボーナス＋ 10）を難易度としてその技能での判定

使用し、その敵を一気に無力化しようとする。

を行なうこと。解答者が勝ったなら謎に答えられたこととなり成功

雌のスピンクスは敵の後衛に向かってパウンス で突撃し、すぐ

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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さまアクション・ポイントを消費してマインドクラッシング・ロアー
を放つ。以後、マインドクラッシング・ロアー が再チャージされた
なら即座にこれを使用し、再チャージされていない時は可能な限り
突撃を行なう。
どちらのスピンクスも、可能な限りリドルを使用する。敵の機
会攻撃によって甚大な被害を被らない限り、このパワーの使用に
よって機会攻撃を誘発することも辞さない。

このエリアの情報
部屋には三つの通路があるが、一つは隠し扉となっている。
隠し扉 3 － 4 方面への通路は隠し扉となっており、発見するた
めには〈知覚〉判定難易度 25 に成功する必要がある。また、隠し
扉に気がついても閂と錠前は 3 － 1 の側にはないため、扉自体を
打ち破らねばならず、その試みは【筋力】判定の難易度 25 である。
ただし、ノックの儀式は手の届かない反対側にある閂や錠前に
も働くため、空けられる可能性がある。PHB を参照。

遭遇の結末
戦闘以外でスピンクスから通行を許された場合、PC たちは 3 －
2、3 － 3 のどちらにでも行くことができる。
スピンクス達は、基本的に無駄な話をしようとはしないが、そ
れでも自分たちが工房にいたこの百年前後の間に、一体何があった
のか（特に彼ら自身の身体がなぜこのようなことになったのか）に
ついては切実に情報を欲している。
PC 一行が友好的に謎勝負を終えたとき、または呪文荒廃やスピ
ンクスの変化について語ったならば、彼らは自ら PC たちに（控え
めに）事態を尋ねる。とはいえ、彼らが引き替えに PC たちに伝え
られる情報はごく少ない。
1）彼らがここで門衛をするようになったのは 1383DR（今からちょ
うど 96 年前に当たる）。
2）天上でガンド神に仕えていた。ガンドの信徒であるウィザード
に乞われてフェイルーンにやってきて、門衛をすることになっ
た。
3）ウィザードの名はビルワチといい、キャンドルキープにて人造
クリーチャーとその力を宿した移動手段の研究を行なっていた。
4）つい最近アンデッド達がやってきたので追い返した。これまで
にも何回か不心得者がやってくることがあった。

螺旋髑髏団の首魁たるビルワチのことを PC たちが尋ねても、ビ
ルワチがリッチになったのはこれらのスピンクスが穴の中にいた間
であるので、スピンクスは何も答えられない。

スピンクスに関する知識
〈宗教〉判定に成功したキャラクターは以下の情報を知ってい
ることになる。
難易度 20：スピンクスはしばしば、聖なる場所や魔法的な場所
を守っている。彼らは 1 体または 2 体だけで遭遇に登場する
ことが多いが、他の種類の守護者を引き連れている例もなくは
ない。
難易度 25：スピンクスは、希少で強力な儀式によってエンジェ
ルの霊を天上のライオンの肉体に呪縛することで生み出され
る。

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版
スピンクス（雄）
レベル9 精鋭 暴れ役
中型・永劫・魔獣
XP800
イニシアチブ＋6
感覚〈知覚〉＋6
hp：230；重傷値：115
AC23；頑健24、
反応22、意志21
セーヴィング・スロー：＋2
移動速度：6、飛行8（劣悪）
アクション・ポイント：1
m クロー
（標準；無限回）
＋12 対 AC；2d8＋5ダメージ。
レンド／かきむしり（標準；無限回）
2回のクロー攻撃を行なう。両方の攻撃が同一の目標にヒットし
たなら、目標はさらに継続的ダメージ5を受ける（セーヴ・終了）。
c フライトフル・ロアー／畏怖すべき咆哮
（マイナー；初めて重傷になった時点で再チャージ）◆[恐怖]
近接範囲・爆発8；目標は敵のみ；＋10 対 “意志”；目標は攻撃ロー
ルに－2のペナルティを受ける（セーヴ・終了）。
R リドル／謎かけ
（マイナー；再チャージ56）◆［精神］
遠隔10；スピンクスは1体の目標に1つの謎を解くことを強制する。
目標はその謎を解くまで幻惑状態になる。この謎を解くために
は、1体のクリーチャーが1回のマイナー・アクションとして難
易度20の〈歴史〉判定に成功しなければならない。目標が自分の
ターンにおいて謎を解くための判定を行なわなかったなら、目
標は自分のターンの終了時に2d6の［精神］ダメージを受ける。
目標の味方がこの判定を行なってこの効果を終了させることも
可能であるが、目標ではなく目標の味方がこの効果を終了させ
たなら、目標は2d6［精神］ダメージを受ける。
属性：無属性 言語：神界語
技能：〈威圧〉＋12、〈看破〉＋12、〈自然〉＋11、〈宗教〉＋6
〈地下探険〉＋6、〈魔法学〉＋11、〈歴史〉＋11
【筋】19（＋8）【敏】15（＋6） 【判】16（＋7）
【耐】15（＋6）【知】15（＋6） 【魅】16（＋7）
スピンクス（雌）
レベル9 精鋭 制御役
中型・永劫・魔獣
XP800
イニシアチブ＋6
感覚〈知覚〉＋6
hp：190；重傷値：95
AC25；頑健23、
反応21、意志23
セーヴィング・スロー：＋2
移動速度：6、飛行8（劣悪）
アクション・ポイント：1
mクロー
（標準；無限回）
＋14 対 AC；2d6＋5ダメージ。
パウンス／跳びかかり（標準；突撃時のみ使用可；無限回）
スピンクスは突撃し、1回のクロー攻撃を行なう。
この攻撃がヒットした目標は伏せ状態になる。
c マインドクラッシング・ロアー／心砕く咆哮
（標準；再チャージ456）◆［恐怖］、［精神］
近接範囲・爆発5；目標は敵のみ；＋13 対 “意志”；
1d8＋5の［精神］ダメージ。目標はこのスピンクスの次のターン
の終了時まで弱体化状態になる。
R ヴェンジフル・グレア／復讐の視線
（即応・対応、
このスピンクスが敵の攻撃によってダメージを受けた時；無限回）
遠隔5；目標はトリガーを発生させた敵1体：目標を3マス横滑
りさせる。このパワーの使用は機会攻撃を誘発しない。
R リドル／謎かけ
（マイナー；再チャージ56）◆［精神］
遠隔10；スピンクスは1体の目標に1つの謎を解くことを強制する。
目標はその謎を解くまで幻惑状態になる。この謎を解くために
は、1体のクリーチャーが1回のマイナー・アクションとして難
易度20の〈歴史〉判定に成功しなければならない。目標が自分の
ターンにおいて謎を解くための判定を行なわなかったなら、目
標は自分のターンの終了時に2d6の［精神］ダメージを受ける。
目標の味方がこの判定を行なってこの効果を終了させることも
可能であるが、目標ではなく目標の味方がこの効果を終了させ
たなら、目標は2d6［精神］ダメージを受ける。
属性：無属性 言語：神界語
技能：〈威圧〉＋12、〈看破〉＋12、〈自然〉＋6、〈宗教〉＋12
〈地下探険〉＋12、〈魔法学〉＋7、〈歴史〉＋12
【筋】17（＋7）【敏】15（＋6） 【判】16（＋7）
【耐】15（＋6）【知】16（＋7） 【魅】17（＋7）
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遭遇3-Ｂ：古き研究室
遭遇レベル5（XP950）

中は今まで密閉されていたようで、古いインクと羊皮紙の
匂い、それと金気臭い匂いが幽かに漂っている。部屋の奥に
は袖付きのデスクと椅子がある。壁には書棚が作り付けてあっ

セットアップ

たようだが、書物らしきものはほとんど残っていない。運び

この遭遇には以下の罠とクリーチャーが登場する。

出されたようだ。床にはこれまでの所と違い、タイルがしい
てある。天井も同様で剥き出しの岩ではなく、梁を渡して

アイアン・コブラ（I）

1体

化粧板を施してあるようだ（従ってほかよりも天井が低く 8

毒ガス噴出の罠 (T)

1 箇所

フィートほど）。

場所 3 － 7：この部屋はアーケイン・ロックの儀式に加えて錠前
のかかった鉄の扉で閉ざされていた（更に罠も仕掛けてある）。
しかし現在、錠前はブラック・プディングの［酸］によって溶け、

〈知覚〉難易度 20（受動〈知覚〉でも）に成功したキャラクター
が居たなら、次の情報も手に入る。
デスクの下の空間に蛇腹上の金属塊が転がっている、一見鎖の

壊れてしまっている。ここはかつてビルワチの居室兼研究室で

ようにも見えるその塊には錆が浮いているが、そのような場所にあ

あった。

るのはいかにも不自然だった。

ビルワチは研究内容を途中で変更し、ザ・ブラス・ナイチンゲー
ルを創り出した。直接の研究資料などは処分されているが、幾
つかの書類とメモ、そしてこの工房の防衛計画がここには残っ

〈知覚〉難易度 24（受動〈知覚〉でも）に成功したキャラクター
がいたなら、次の情報も手に入る。

ている（ハンドアウト２）。

この部屋の 4 隅の天井には親指ほどの穴が数カ所開いてい
冒険者一行がこの部屋の前の扉に立ったなら次の文章を読み上

る。また、戸口の天井、扉の内側にスリットがある。

げる。
〈知覚〉難易度 28（受動〈知覚〉でも）に成功したキャラクター

目の前にある扉は、この区域のほかの扉と異なり鉄製であり、

が居たなら、次の情報も手に入る。

特に損傷を受けている様子はない。しかし、閂におろされてい
る錠前（今は残骸がぶら下がっているだけだ）はそうでもなかっ
たようで、腐食してぼろぼろだ。みると扉本体には腐食は及ばず、

部屋の中央にあるタイルが不自然に浮いており、踏みスイッ
チになっているようだ。

錠前だけがこのようになっている。

戦術
錠前と閂を外して扉を開けようとしても、扉は開かない。目に
見えるような鍵穴があるわけではない。

アイアン・コブラは PC が部屋に踏み込んだところで攻撃を仕掛
け、一撃離脱して部屋の奥に戻り、なるべく PC を部屋の奥へ誘導
する。その結果 PC が罠のスイッチを入れても良いし、アイアン・

＊〈魔法学〉技能を修得しているキャラクターが、1 分かけて魔法
の存在の感知を行なうこと（PHB、P.189 参照）で、以下のよう
に魔法の存在を感知できる。難易度 22 で扉そのものから。難易
度 24 で扉の奥（現時点で PC たちには見えないが）机の方向に
2 つ、部屋の中央に 1 つの魔法の存在を知ることができる。
＊魔法の存在や扉が開かないことに気付いた〈魔法学〉技能を修
得しているキャラクターが扉に対して儀式の識別を行なう場合、
難易度 22 に成功すれば、この扉に警護の系統の儀式、アーケイ

ン・ロック が施されていることがわかる。
この扉を開けるには難易度 30 の〈盗賊〉判定、あるいは【筋力】
判定が必要である。
（この判定はなんどもやり直せるため、DM は出目 20 で難易度
30 を越せるキャラクターが居るのであればそうして進めて構わな
い。ローグかウォーロックが居れば開くだろう。どちらもいないば
あいにはウィザードのノック の儀式で対応できる）
冒険者一行がこの部屋に入ったなら次の文章を読み上げる。
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コブラ自身が罠を作動させても構わない。このアイアン・コブラの
護衛範囲は部屋全体に及ぶため、再チャージされていなくても、目
標が継続的［毒］ダメージを受けていなくても、ポイズン・ザ・マ

インド を使用できる。
PC が戸口にいる間は行動しないが、メイジ・ハンド などで部
屋の中のものに手を出すようなら攻撃を開始する。
毒ガスの罠のスイッチは部屋の中央のマス目である。いったん
罠が作動したなら、アイアン・コブラは継続的［毒］ダメージを受
けているクリーチャーにポイズン・ザ・マインド を使用し、とれる
アクションを減らそうとする
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アイアン・コブラ
レベル 6
中型・自然・自律体（人造、ホムンクルス）

遊撃役
XP250

イニシアチブ＋7
感覚〈知覚〉＋9；暗視
hp：75；重傷値：37
AC20；頑健20、
反応18、意志17
完全耐性：［毒］、［病気］
移動速度7；スリザリング・シフト も参照
mバイト／噛みつき
（標準；無限回）◆［毒］
＋11対AC；1d8＋3ダメージおよび継続的［毒］ダメージ5（セー
ヴ・終了）。
Rポイズン・ザ・マインド／精神毒
（標準；再チャージ3456）◆［精神］
射程10；継続的［毒］ダメージを受けているクリーチャーのみ

に作用；＋8対“意志”；目標は幻惑状態かつ減速状態となる
（セーヴ・両方とも終了）；ガード・エリア も参照。
ガード・エリア／範囲護衛
アイアン・コブラは、その護衛している範囲（コラム『護衛』を参
照）内にいるクリーチャーに対しては、たとえポイズン・ザ・
マインド のパワーが再チャージされておらずとも、また目標
ポイズン・ザ・
が継続的［毒］ダメージを受けておらずとも、
マインド のパワーを使用できる。
スリザリング・シフト／這いずるシフト（移動；無限回）
1回の移動アクションとして3マスぶんシフトする。
属性：無属性 言語：――
技能：〈隠密〉＋10
【筋】17（＋6）【敏】15（＋5） 【判】13（＋4）
【耐】19（＋7）【知】5（±0） 【魅】12（＋4）

毒ガス噴出
罠

このエリアの情報
書棚：簡素な作りではあるが、機能的で工芸としての質も高い。
研究書などは引き払われているが、非常で必要になると思われ
る儀式の巻物が幾つか残されている：マジック・サークル、ディ
テクト・オブジェクト。
デスク：机上に革の書類ばさみがある。書類ばさみにはこの神殿
の無人時防衛計画についての記述がある（ハンドアウト２）

遭遇の結末
この遭遇により得た合い言葉によって、工房（場所４）のエレ
メンタルとの戦闘は回避できる。
また、ハンドアウト２をナイチンゲールは興味深く見つめてい
る。ハンドアウトに書かれている情報と乾ドックでの “ 海馬号 ” の
描写によって、おそらく PC たちはこのナイチンゲールが、元は “ な
だめ手 ” であることに気付けるだろう。

レベル 8 精鋭・砲撃型
XP700

壁や天井の穴から、紫色の毒ガスが部屋に充満する。

〈知覚〉
◆難易度24：キャラクターは部屋の4隅のガス噴出口、扉の内側に
あるスリット（そこからなにかが落ちてきそうだ）に気がつく。
◆難易度28：キャラクター踏みスイッチの位置に気付く。
作動
クリーチャーが部屋中央の踏みスイッチのあるマスに進入した
なら、即応・対応としてスリットから落とし戸が落下して施錠
され、部屋は密閉される。同時に毒ガスが放出されて最初の攻
撃を行なう。その後は範囲内にいる各クリーチャーのターン開
始時に、機会アクションとして攻撃を行なう。
攻撃
即応・対応または機会アクション
範囲・部屋全体
目標：部屋の範囲内にいるクリーチャー
攻撃：＋11 対 “頑健”
ヒット：3d8＋4［毒］ダメージおよび継続的［毒］ダメージ5（セー
ヴ・終了）
ミス：半減ダメージ、継続的ダメージなし。
効果：部屋の中は毒ガスが充満する。中にいるものは視認困難を
得る。作動してから5分後に落とし戸の鍵が外れ、持ち上げられ
るようになる。
対抗手段
◆踏みスイッチのあるマス目に進入したキャラクターは、難易度
25の〈軽業〉判定に成功すれば、スイッチを起動せずにすむ。
◆踏みスイッチに隣接したキャラクターは、難易度28の〈盗賊〉判
定に成功すれば、毒ガスが放出される仕組みを無力化できる（す
でに毒ガスが放出されているのを止めることはできない）。
◆落とし戸に隣接しているキャラクターは難易度19の〈盗賊〉判定
に3回成功することで、落とし戸をこじあけることができる。
◆また、落とし戸に隣接しているキャラクターは難易度24の〈盗
賊〉判定に成功することで、扉に隙間をあけることもできる、こ
れにより密閉が避けられ、罠の攻撃ロールに－4される。
◆力で落とし戸をこじあけるには難易度30の【筋力】判定に成功す
る必要がある。試みることができる人間は通路側から2人、部屋
側から3人。結果として最大4人までが【筋力】判定に援護できる。
◆落とし戸はAC5、頑健10、反応5の防御値を持ち、hpは80である。
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遭遇 4：工房の番人

床は削って平らにされた岩盤となり壁も剥き出しの洞窟で

研究室跡にはかつて助手ないし動力源として使役されていたエ
レメンタルたちが今も残っている。工房を休眠させるときエレメン

ある。アーチ状になった天井からは鎖や滑車がぶら下がり木
製の壁が広い洞窟を区切っているようだ。

タルは番人としてそのまま残されたのである。とはいえ研究室（3

目の前には車止めがあり、床にはトロッコのレールがある

－ 7）での遭遇３B を経由し合い言葉（「オグマ神の羽ペンにかけ

が、全体が磨かれている……と言うよりも摩耗してしまって

て命ずる」）を得ていればこの部屋のエレメンタルとは戦闘しなく

いる。だれか加減を知らぬものがヤスリでまんべんなく削っ

てすむ。

たかのようだ。

PC たちに部屋の中を好きなだけ調べさせ、『遭遇の結末』にあ

だが何よりも君たちの目を引いたのは部屋の片隅で唸り続
けるつむじ風で、その足下には吹き寄せられた塵がうずたか

る情報を与えること。

く積もっている。

遭遇レベル7（XP1,500）
セットアップ

フレイムスパイカーが登場したなら次の文章を読み上げる。

この遭遇には以下のクリーチャーが登場する。

ジオニッド（G）

2体

フレイムスパイカー（F）

2体

シャードストーム・ヴォーテクス（S）

2体

竈に手足の生えたようなクリーチャーだった。真っ赤に灼
けた身体で、胴から灼熱の犬釘を今にも君たちに向けて放と
うとしている。

戦術
ここにいるのはエレメンタル（『モンスター・マニュアル II』参照）

場所４：この場所は自動航行船の研究工房であった。大きな洞窟
を木の壁で区切り、作業場としている。
ここではエレメンタルを船に仕込む研究や、それに耐える船

の一群であり、それぞれ作業用に使役されていた。ジオニッドは作
業台兼起重機、フレイムスパイカーは溶接・釘打ち器、そしてシャー
ドストーム・ヴォーテクスは研磨と集塵が目的である。

体の製作を行なっていた。エレメンタルは船の動力としても、

遭遇となるのは 4 － 1 か 4 － 3 となるだろう。

また幾つかの作業（重量物の持ち上げ、炉の維持、換気など）

4 － 1 で戦闘が起こったなら、4 － 4 にいるフレイムスパイカー、

を行なわせるためにも、ここに配置されていた。床にあるレー

4 － 3 にいるシャードストーム・ヴォーテクスもイニシアチブを振

ルは機材を運んだり、ドックへ部材を運んだりするためのもの

ること。シャードストーム・ヴォーテクスは 2 ラウンド目に 4 －

であったが、台車は取り外され、レールも錆びてしまっている。

3 への扉から、フレイムスパイカーは 3 ラウンドめに 4 － 2 の扉
から 4 － 1 へ攻め込み戦闘に参加する。

冒険者一行が 4 － 1 からこのエリアに入ったなら次の文章を読
み上げる。

床は敷石ではなく、削って平らにされた岩盤に変わった。
壁は剥き出しの洞窟であり、アーチ状になった天井には鎖や
滑車がぶら下がっているが、幾つかの梁は腐ったのか、重み
に耐えかねたのかはずれて床に落ちている。周囲は木の壁で
仕切られており、10 フィート幅の大きな両開きの扉がある。
目の前には車止めがあり、床にはトロッコのレールがある
が、錆びた上にところどころ枕木から外れてしまっている。
大きな花崗岩の作業台が部屋の奥と手前にある。

4 － 3 で戦闘が起こったなら、4 － 1 にいるジオニッド、4 － 4
にいるフレイムスパイカーもイニシアチブを振ること。フレイムス
パイカーは 2 ラウンド目に 4 － 4 への扉から、ジオニッドはは 3
ラウンドめに 4 － 1 の扉から 4 － 3 へ攻め込み戦闘に参加する。
イニシアチブを振った時点で受動〈知覚〉判定（PC たちの宣言
があれば能動的な〈知覚〉判定）を行なうこと。それにより壁の向
うからの増援に気がつけるだろう。
4 － 1 では、難易度 24 でシャードストーム・ヴォーテクス（シャー
ドストーム・ヴォーテクスは〈隠密〉を試みる）に、難易度 17 で

難易度 28 の〈知覚〉判定に成功したなら次の文章を読み上げる。

フレイムスパイカーの行動を聞きつけることができる。
4 － 3 では、難易度 15 でジオニッド、おなじく難易度 15 でフ

作業台の天板に当たるところが、まるで貝のふたのように

レイムスパイカーに気がつく。

幽かに開き、閉じるのが見えた。この作業台は、生きている！？
ジオニッドはキャプチャリング・グラブ で近接攻撃の不得手そ
PC 達がジオニッドの正体を知り、戦闘となったら次の文章を読
み上げる。

花崗岩でできた作業台がまるでざくろのように開き、内側
からめくれ上がるように擬足と甲殻をもったクリーチャーの
姿になる。その擬足には鋭利な結晶質の牙がヤスリのように
ならんでいる。
冒険者一行が 4 － 3 からこのエリアに入ってきたなら次の文章
を読み上げる。
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うな敵をつかもうとする。そして敵をつかんだ状態でターンを開始
したなら、シェル・スラム で他の敵を転倒させつつ殻を閉じ、つか
んだ敵をゆっくりといたぶる。シェル・スラム はダメージを与えな
いパワーであるため、味方を巻き込んでも気にしない。
シャードストーム・ヴォーテクスは可能な限りワーリング・ブ

ラスト を使用し、多くの敵にダメージを与えようとする。また、サ
ンドブラストのオーラを活用するため、できるだけ多くの敵に隣接
しようとする。
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フレイムスパイカーはできる限り同じ敵をストーンスパイク で
攻撃し続け、［火］に対する脆弱性を最大限に活用しようとする。
ただし、敵の守りが固いようであれば目標を変更することもある。

スパイクボルト はどうしてもストーンスパイクを行なえない時にし
か使用しない。

このエリアの情報

机：石造りの机はジオニッドが化けたものである。動き出す前で
あればジオニッドの上に登ることは可能であり、これは難易度
12 の〈運動〉判定を要する。ジオニッドが動き出した時点で机
の上に乗っていたキャラクターは、ジオニッドに隣接する一番
近いマスに横滑りさせられる。
レール：交差点の 4 マスのみ移動困難地形として扱う。
車止め：高さ 3 フィートほどあり、遮蔽として使用できる。この
マスに進入するには難易度 12 の〈運動〉判定を行なう。
デスク：4 － 3 にあるデスクには、“ 乾ドックの操作盤制御盤の説
明書 ” が残されている。これにより乾ドック（場所５）にて特に
判定をせずにドック機構を操作できる。

フレイムスパイカー
レベル5 兵士役
中型・元素・魔獣（風、地、火）
XP200
イニシアチブ＋6
感覚〈知覚〉＋4
hp：66；重傷値：33
AC21；頑健18、
反応16、意志16
完全耐性：石化、［毒］、［病気］；抵抗：［火］10
移動速度7
m ストーンスパイク／石の棘
（標準；無限回）◆［火］
間合い2；＋12 対 AC；1d8ダメージおよび1d6の［火］ダメージ、目
標はこのエレメンタルの次のターンの開始時まで、“マークさ
れた状態”になり、かつ“［火］に対する脆弱性5”を得る。
r スパイクボルト／棘飛ばし
（標準；無限回）
遠隔5 ／ 10；＋12 対 AC；1d10＋5ダメージ。
サンダーファイアー・スラスト／雷火の棘
（即応・対応、このエレメンタルから2マス以内の敵が
シフトを行なった時；再チャージ56）◆［火］、［雷鳴］
このエレメンタルはトリガーとなった敵に対してストーンスパイ
クを使用する。ヒットしたなら同一の目標に1回の2次攻撃を行
なう。2次攻撃：＋10対“頑健”；5の［雷鳴］ダメージ、目標は朦
朧状態になる（セーヴ・終了）。
属性：無属性 言語：始源語
【筋】13（＋3）【敏】15（＋4） 【判】15（＋4）
【耐】18（＋6）【知】6（±0） 【魅】8（＋1）

炉：4 － 4 には炉がありフレイムスパイカーは普段ここに控えて
いる。
作業台：登ることが可能であり、その場合には難易度 12 の〈運動〉
判定が必要。
瓦礫の山：4 － 4 にあるこの瓦礫の山は、廃棄された船の部品や
からくり仕掛けの部品である。丹念に集めれば、魔力を帯びた
壊れかけた鳥かごが見つかる。これは 300gp 相当のレシディウ
ムを抽出できる。

遭遇の結末
PC たちがここで、戦闘となってもならなくても、洞窟の各所で
落石が起こる。
〈地下探険〉難易度 15 に成功したなら、この落石は特に PC たち
の行動によるものではなく、梁の支えが衰えたために洞窟が脆弱に
なっているせいであるとわかる
〈地下探険〉難易度 25 に成功したなら、洞窟はギリギリのとこ
ろで崩落に耐えており、地震などで支持物が無くなれば崩壊するだ
ろうことがわかる。
シャードストーム・ヴォーテクス
中型・元素・魔獣（風、地）
イニシアチブ＋9

レベル7
感覚〈知覚〉＋6

遊撃役
XP300

サンドブラスト／吹きつける砂塵 ：オーラ1；オーラの範囲内の

敵はみな、すべての防御値に－2のペナルティを受ける。
hp：80；重傷値：40
AC21；頑健19、
反応20、
意志19
完全耐性：［毒］、［病気］
移動速度0、飛行8（ホバリング）
m アブレイシヴ・スラム／やすりのごとき叩きつけ
（標準；無限回）
＋10 対 “頑健”；2d8＋2ダメージ。
cワーリング・ブラスト／旋風炸裂
（標準；再チャージ56）
このエレメンタルは4マスのシフトを行なった上で以下の攻撃を
行なう：近接範囲・爆発1；＋10対“反応”；3d8＋3ダメージ、
このエレメンタルは目標を1マス押しやる。ミス：半減ダメージ。
属性：無属性 言語：始源語
【筋】10（＋3）【敏】19（＋7） 【判】16（＋6）
【耐】16（＋6）【知】5（±0） 【魅】6（＋1）

ジオニッド
レベル6 奇襲役
大型・元素・魔獣（地）
XP250
イニシアチブ＋10
感覚〈知覚〉＋11；暗視
hp：56；重傷値：28
AC20；頑健18、
反応17、意志17
完全耐性：石化、［毒］、［病気］
移動速度4
m テンタクル／触手
（標準；無限回）
間合い2；＋11 対 AC；2d6＋4ダメージ。
キャプチャリング・グラブ／捕獲するつかみ（標準；無限回）
間合い2；＋11 対 AC；1d6＋4ダメージ。効果：ジオニッドは同
じ目標に対してもう一度攻撃を行なう。両方の攻撃がヒットし
たなら、目標はつかまれる。
c シェル・スラム／殻による叩きつけ
（標準；無限回）
近接範囲・爆発2；＋9対“頑健”；目標は倒れて伏せ状態になる。
効果：ジオニッドは殻を閉じる。殻が閉じている間は、ジオニッ
ドは移動速度が0になり、すべての防御値に＋5のボーナスを得、
自分のつかんでいる1体のクリーチャー以外のいかなるクリー
チャーに対しても効果線が通らなくなる。ジオニッドは自分の
つかんでいるクリーチャーを自分の接敵面内へ横滑りさせる。
つかまれているクリーチャーはこのジオニッドに対してしか
視線や効果線が通らなくなる。ジオニッドの防御値に対する
（訳注：上記の＋5の）ボーナスは、つかんでいるクリーチャーに
対しては得られない。つかまれているクリーチャーがつかみか
ら脱出したなら、その者はジオニッドに隣接するマス目に出現
する。ジオニッドは1回のマイナー・アクションとして殻を開
くことができる。
シェル・フォーム／殻を閉じた形態
殻を閉じている時のジオニッドは大きな岩にそっくりである。
この状況のジオニッドがクリーチャーだと気づくのは、難易度
28の〈知覚〉判定に成功した者だけである。
属性：無属性 言語：始源語
技能：〈隠密〉＋11
【筋】19（＋7）【敏】16（＋6） 【判】17（＋6）
【耐】14（＋5）【知】6（＋1） 【魅】9（＋2）
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シャードストーム・ヴォーテクスに関する知識
この世界で吹雪がおこるように、“ 元素の渾沌 ” では “ 石片嵐 ”
がおこり、雪のかわりに鋭く裂けた石のかけらを吹きつけてくる。
シャードストーム・ヴォーテクス（「石片嵐の渦巻」ほどの意）は、

ジオニッドに関する知識
ジオニッド（「土のもの」ほどの意）は岩と土でできたエレメ

こうした嵐のただなかに潜んでいる。このエレメンタルはある意

ンタルである。アンダーダークに潜んで、他のクリーチャーが通

味、屍肉あさりの清掃動物のようなもので、同族にあたるより強

りがかるのを待つ。じっとしていると大きな丸石のように見える。

力なエレメンタルが戦ったあと、破壊の跡をうろついて獲物を探

獲物が近づいてきた時になって、ジオニッドははじめて本来の姿

すのである。

をあらわにする。

〈魔法学〉難易度 14：シャードストーム・ヴォーテクスは “ 元

〈魔法学〉難易度 17：神々とプライモーディアルの戦のおり、

素の渾沌 ” からやって来た、屍肉あさりの清掃動物のようなもの

ジオニッドはこの世界の地中に張り巡らされた秘密の通路のあち

である。自分から真っ先に戦闘に入ることはまずないが、強力な

こちで番人や見張りをつとめていた。そんな場所には今でもなお、

叩きつけ攻撃を行なうので、敵に回せば厄介である。

秘密の武器庫や宝物庫があったり、プライモーディアル勢の軍用
獣が眠っていたりすることがある。こうした宝物や怪物のことは
誰もが忘れて久しいが、番人役のジオニッドだけはまだ、おぼえ

フレイムスパイカーに関する知識
風と地と火からなるもの、フレイムスパイカー（「燃える棘もつ
もの」ほどの意）は、“ 元素の渾沌 ” の力あるものたちに指図され
て前線で戦う兵卒である。
〈魔法学〉難易度 12：フレイムスパイカーというのは、石でで
きた殻の中心部に “ うつろ ” があって、うつろの中ではごうごう
と炎が燃えさかっている、そんな生きものである。フレイムスパ
イカーが熱いとがった石のかけらを敵に打ちつけると、これが当っ
た相手は以後、火による攻撃により弱くなる。
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次の文章を読み上げる。

遭遇レベル９＋（XP2,200）

そこには腰ほどの高さの石柱があり、そのてっぺんには魔
法陣が刻まれている。

セットアップ
PC たちがこの部屋に入ってきた時点では、クリーチャーの気配

PC たちがキャプスタンを調べるようなら次の文章を読み上げる。

はない。船を入手した PC たちが水門を開いて出航しようとした時

巻き上げ機は巻き上げドラムに不格好な足を三本つけたよ

点で警報が鳴る。

うな姿をしている。ロープは複数引き出せるようになってお

この遭遇には以下のクリーチャーが登場する。

り、巻き上げ用のアームは無骨な作りになっている。脚部な

キャプスタン・オートマトン（Ａ）

2体

どに可動するとおぼしき関節が、巻き上げドラムのてっぺん

スパイダー・ガーディアン（S）

2体

にバケツ型の兜のような部品がついている。

場所 5：この場所は試作船舶の建造、艤装を行なうためのドック

さらにキャプスタンについて調べるなら〈魔法学〉判定をさせ

である。洞窟の崩落によりドックの一部は埋もれてしまっている。

ること。難易度 15 に成功したなら、これが人造クリーチャーであ

また、呪文荒廃の影響もあって、ここのシステムおよび人造クリー

ることが判明する。

チャーは不安定である。
工房のほかの箇所よりも天井が高く 40 フィート以上ある。

水門の開放

海馬号は現在乾ドックの中にある。埠頭にはキャプスタン・オー

まずは制御盤を操作してドックの水門を開く必要がある。遭遇

トマトンが、ドック天井のキャットウォークにはスパイダー・ガー

４で “ 乾ドックの制御盤説明書 ” を手に入れているなら問題なく動

ディアンが居るが、それぞれ折り畳まれてキャプスタン（巻き上げ

作させられる。

機）、滑車ブロックの形態になっている。これらの機械仕掛けは３

手に入れていない場合、〈魔法学〉あるいは〈盗賊〉判定の難易

―７で手に入れた合い言葉（「ガンド神のさしがねにかけて」）で動

度 20 に成功することで作動させることができる（どのみち水門を

きを抑止できる可能性がある（暴走の可能性は否定できない。後述）。

開くだけなのでこの方法で構わない）。ただし、この方法で動作さ

現在海馬号が入っているドックには水が無い。水門は制御盤（C）

せた場合、ただちにキャプスタン・オートマトンとスパイダー・

で操作でき、場所 1、そして外海へとつながっている。
場所４で “ 乾ドックの制御盤説明書 ” を手に入れているなら問題
なく動作させられる。

ガーディアンは PC 達に攻撃を仕掛けてくる。３―７で得た合い言
葉（「ガンド神のさしがねにかけて」）を唱えることでオートマトン
達は 1d8 － 2 ラウンド（最低でも 1 ラウンド）動きを止める。た
だし、攻撃を受けたなら反撃し、以降戦闘を続行する。

場所４から乾ドックに PC たちが進入したなら次の文章を読み上
げる。

また、水がいっぱいになるまでやや時間がかかるので海馬号の
発進できるのは戦闘遭遇開始後、第 2 ラウンドからとなる（後述
参照）。

明かりに照らされたのは先ほどの工房よりも広い空間だっ
た。天井は 40 フィートほどの高さがあり、20 フィートほど

水門が開いたなら、それと同時に桟橋から海馬号へ渡し板が降
りる。以下を読み上げること。

の高さに梁材とキャットウォークが張り巡らされている。天
井からはいくつも鎖が垂れ下がっており、その先端にはフッ

腹に響く軋みを上げて、水門が開いてゆく。その先には君

クが着いている。が、年月のためだろうかドックの奥は崩落

たちがやってきたあの洞窟がある。そして、清浄な潮の匂い

してしまっており、君たちの前でも小石が転がってきている

が君たちに届き、外海の波濤が遠く聞こえてくる。すべての

のが見えた。

水門が開いたのだ！

ドックには優美な 2 本マスト（ただし今はそのマストは折

そして、桟橋の渡し板が、やはり歯車のきしむ音を立てて

り倒されているようだ）の船が据えられており、土埃をかぶっ

倒れてゆく。途中、がたりと止まったり、戻ったりと挙動は

ている。船全体が下半身が魚となった馬（ヒッポキャンパス）

怪しげだ。そして、渡れるほどにまで降りたところでがくん

を模しており、船首には蹄を蹴立てる海馬の姿が飾られてい

と動きを止めた。

た。
埠頭にはキャプスタン（巻き上げ機）が据え付けられてい
る。キャプスタンには折り畳んだ足のよう付属物が着いてい

そして土砂に埋もれたもう一つのドックのほうから、ぱら
ぱらと石が転がってきた。
落石だ。

る。埠頭には跳ね上げ式の渡し板があり、今は引き上げられ
ている。

渡し板や水門を初めとするこの工房のシステムは、これまでも
呪文荒廃や落盤によりダメージを受けていた。そのため、今回の

PC たちが探索を開始し、ドックの制御盤（C）に向かったなら

PC たちによる操作でその寿命を終える。そして、水門の動きは落
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盤のあったこのドック部に大きな衝撃を与える。PC たちに洞窟が
不安定である旨を伝えること。

技能チャレンジ：工房からの脱出
（7レベル：900XP）
この技能チャレンジは海馬号を操縦し、この工房から脱出する

また、水門の操作に連動してだろうか、キャプスタンのてっ
ぺんにある兜の目に光が点り、動き始める。キャットウォー
ク上の滑車ブロックも折り畳んでいた足を広げ、かちかちと
音を立て始めた。

までを扱う。
複雑度：3（3 回失敗する前に 8 回成功する必要がある。）
舵輪の操作：毎ラウンド、少なくとも 1 人のキャラクターが、舵
輪座もしくは舵輪に隣接したマスで移動アクションを費やして
技能判定を行ない、船のを操作しなければならない。成功 1 回

水門に連動してオートマトン達も起動する。これらは、呪文荒
廃の影響を受けており海馬号の起動と共に暴走して PC たちに襲い

ごとに海馬号は 2 マス進む。舵輪の操作には以下の技能が使用
できる。

かかってくるが、現時点では待機状態のママである。
PC たちがただちに海馬号の発進シーケンスに入らないようであ
れば、3 分後（小休憩を与えない程度の時間で）暴走を開始する。

〈運動〉難易度 14：状況に合わせて適切に舵を切る。
〈魔法学〉難易度 19：舵輪座にて精霊達に直接の魔法的操作を
行なう。

〈看破〉難易度 15 に成功すれば、これらのオートマトンの挙動

ほかの技能難易度 19、ただし 1 回のみ：適切な説明とロールプ

が不安定であることに気がつく。難易度 20 まで成功したなら、時

レイがあり、それを充分認められると DM が認めるなら、全体を

折 PC たちの方を向き不穏な振る舞いを見せることにも気がつく。

通して 1 回のみほかの技能での判定を認めても構わない。

〈魔法学〉を修得したキャラクターが難易度 20 に成功すること
で、呪文荒廃の影響をこれらのオートマトンが受け、暴走している
可能性に思い至る。

援護：〈運動〉、〈魔法学〉の判定には他者が援護をすることができ
る。ただし援護をするキャラクターもまた、舵輪座に隣接して
いる必要がある。

海馬号の発進シーケンス
PC たちが海馬号に乗り込んだら次の文を読み上げる。

1 ラウンドの間に、１回も成功カウントを得られなかった場合、
海馬号はそのラウンドの終了時に障害物に衝突する。船上にいるす

海馬号の舵輪は普通の船と異なり船首にある。舵輪座それ
自体も海馬（ヒッポキャンパス）の姿を模している。舵輪の

べてのクリーチャーは難易度 14 の〈軽業〉判定を行なわねばならず、
失敗したなら転倒して伏せ状態となる。

側には真鍮の止まり木がある。よく見ると海馬像の耳元にそ
の止まり木はあるようだ。

8 回成功したならその時点で、外海へ脱出できる。オートマトン
たちに捕らわれている精霊達は工房を出たところで解放されるた

ザ・ブラス・ナイチンゲールはその止まり木を見るとそれに止
まろうとする。

め、この時点でオートマトンは動きを止め、戦闘は終了する。
技能チャレンジに失敗した（失敗カウントを 3 つ得た）場合、

“ なだめ手 ” であるナイチンゲールがこの止まり木に止まること

洞窟の崩落に巻き込まれる。ラウンドの最後に甲板上のクリー

で『海馬号』は起動する。竜骨が震え、水を蹴立て始めるのである。

チャーすべてに以下の攻撃を行なう；＋ 13 対 AC；4d8 ＋ 5 ダメー

PC たちの耳に水面下からの唸りが聞こえてきて、それが頂点に達

ジ。この攻撃を受けた上で生きている PC たちが居るなら、海馬号

した時勇壮な馬のいななきが洞窟に響き渡る。

は瓦礫に半ば埋まりながらも驚異的な加速で外海へ脱出する。すべ

そして、洞窟が崩れ始める。

ての PC が意識不明になっているようであれば、英雄達は数百トン
もあろうという岩の下に埋もれて死ぬ。

船を操縦しようとするキャラクターは、必ず舵輪に隣接してい
なければならない。

戦術

発進シーケンスを開始した時点でオートマトン達は PC 達を（乾

キャプスタン・オートマトンはまず船の上によじ登ろうとする

ドックの制御盤を正しく操ったか否かに関わらず）外敵と見なし攻

（登攀移動速度を持っているので、特に判定はいらない）。その後は

撃を開始する。この発進シーケンスは戦闘遭遇と並行して行なう技

敵をロープ でつかみ、リール で手元に引き寄せてクラッシュ する。

能チャレンジである。

舵輪を操作しているキャラクターは最優先で狙われる。

３―７で得た合い言葉（「ガンド神のさしがねにかけて」）を唱

スパイダー・ガーディアンは天井からワイヤーをつたって降下

えることでオートマトン達は 1d8 － 2 ラウンド（最低でも 1 ラウ

し、船上に飛び降りて PC たちに襲い掛かる（これは突撃攻撃とみ

ンド）動きを止める。

なされる）。敵に接近した後はレイザー・クロー とリーピング・アタッ

ク で可能な限り多くの敵に継続的ダメージを与える。

このエリアの情報

操作盤制御盤：ドックの水門を操作するための設備。
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船：船の甲板は水面から 2 マス上にある。舷側をよじ登るには難
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遭遇の結末

易度 30 の〈運動〉判定が必要である。ただし船尾の 4 マスには

PC 達が見事海馬号で脱出を遂げたなら、海馬号は外海に出たと

手がかりが多いため、難易度は 20 に下がる。また、甲板からロー

ころでマストを広げる。水のエレメンタルはそこで作業を止め、代

プなどを投げるのであれば、難易度は 15 まで下がる

わりに風のエレメンタルが広がった帆をふくらませる。甲板のあち

また甲板には手すりが付いているため、甲板から水中にクリー

こちで歯車とクランクの音が聞こえ、策具が操作される。

チャーを突き落とすのは困難である。強制移動によって甲板か
ら落とされそうになったクリーチャーは、転落に抵抗するため
のセーヴィング・スローに＋ 2 のボーナスを得る。
そして、舵輪の足下にはハンディ・ハヴァサックがあり、その中

いったん PC 達が船を沖合まで出したら、自動で航行するために
小休憩を取る時間がある。
止まり木の上では小夜啼鳥が海馬号に歌を聴かせている。が、
水平線に船影を見つけて突然口を開き、言葉を話し始める。

にはザ・ブラス・ナイチンゲール用の宝石の餌（以降の冒険に
充分な量）とヘルム・オヴ・バトルが入っている。
キャプスタン・オートマトン
レベル8 制御役
中型・自然・自律体（人造）
XP350
イニシアチブ＋3
感覚〈知覚〉＋；暗視
hp：91；重傷値：45
AC22；頑健21、反応16、意志19
完全耐性：［毒］、［病気］
移動速度4、登攀4
m ロープ／縄
（標準；無限回）
間合い6；＋11 対 “反応”；2d6＋3ダメージ。目標はつかまれる
（つかみから脱出するか、ロープに攻撃がヒットするまで；ロー
プ・グラブ を参照のこと）。
目標はつかまれている間、幻惑状態になる。
リール／たぐり寄せ（マイナー、1ラウンドに1回まで；無限回）
自分がつかんでいるクリーチャーを攻撃する；＋11対“頑健”；
ヒットした場合、目標は3マス引き寄せられる。
クラッシュ／押しつぶす（標準；無限回）
＋13 対 AC；2d6＋9ダメージ。
ロープ・グラブ／縄がらめ
キャプスタン・オートマトンはロープで1体のクリーチャーを
つかむことができる。キャプスタン・オートマトンの敵はロー
プを攻撃することで、キャプスタン・オートマトンにつかんで
いるクリーチャーを離させようとすることができる；ロープの
防御値はすべて、キャプスタン・オートマトン本体のものに等
しい。ロープに対して攻撃がヒットしてもキャプスタン・オー
トマトン本体はダメージを受けないが、つかまれていたクリー
チャーはつかみから脱出する。
属性：無属性 言語：――
【筋】16（＋7）【敏】9（＋3） 【判】15（＋6）
【耐】19（＋8）【知】3（－1） 【魅】3（－1）

「あれを見て！ 船よ！！ しかも螺旋髑髏の海賊旗だわ！
もしかして手紙にあった六眼のジルワンじゃないお！？
こっちに向かってきてる！」
突然人語を話し始めたことに驚くまもなく、海馬号は動き始め
る。小夜啼鳥の悲鳴に応えたのだ。

スパイダー・ガーディアン
レベル7 遊撃役
中型・自然・自律体（人造）
XP300
イニシアチブ＋9
感覚〈知覚〉＋5；暗視
hp：80；重傷値：40
AC23；頑健20、
反応20、意志19
完全耐性：［毒］、［病気］
移動速度：6、登攀4；ウォーターウォーク も参照
mレイザーレッグ／脚部の鋭刃
（標準；無限回）
＋10 対 AC；2d6＋4ダメージ。目標は継続的ダメージ5を受け、
減速状態になる（セーヴ・両方とも終了）。
リーピング・アタック／跳躍攻撃（標準；無限回）
スパイダー・ガーディアンは6マスの幅跳びを行なう。この跳躍
の際、スパイダー・ガーディアンは敵の接敵面を通過すること
ができ、機会攻撃に対するACに＋4ボーナスを得る。その後、ス
パイダー・ガーディアンは1回のレイザー・レッグ攻撃を行なう。
ウォーターウォーク／水蜘蛛
スパイダー・ガーディアンは水面その他の液面上を通常の移動速
度で歩くことができるが、水中では通常通り〈運動〉判定を行
なって泳がなければならない。
属性：無属性 言語：――
技能：〈運動〉＋12、〈軽業〉＋11
【筋】18（＋7）【敏】19（＋7） 【判】15（＋5）
【耐】16（＋6）【知】2（－1） 【魅】3（－1）
DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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遭遇６：乗り込み戦

に突撃を行なう。グラスピング・デスを活かすため、必要なら疾
走を行なってでも敵に接近しようとする。チャーネル・ゾンビは 1
度倒されてもスカル・ロードによって復活させられる可能性がある

遭遇レベル9（XP2,100）
セットアップ

ので、チャーネル・ゾンビが倒されたマスを記録しておくこと。
スカル・ロードは毎ターン 3 種類の髑髏のパワーをフルに用い

この遭遇には以下のクリーチャーが登場する。

て戦う。また、可能な限り多くの部下を自分のオーラの範囲に納め

ロットウィング・ゾンビ（R）

2体

るために、積極的に甲板に下りてくる。スカル・オヴ・ボーンチリ

チャーネル・ゾンビ（C）

4体

ング・フィアーは自分に近づいてきた敵を遠ざけるために使用し、

スカル・ロード “ 六眼のジルワン ”（S）

1体

スカル・オヴ・ウィザリング・フレイムは肉体的に弱そうな後衛系

ラッシャー・ゾンビ（L）

2体

の敵に対して使用する。
ラッシャー・ゾンビはスカル・ロードを守るような位置取りを

乗り込み戦（遭遇6の地図参照）。
以下を読み上げる。

心がける。まず 1 体の敵をヴィセラル・ラッシュでつかみ、その
後は 1 ターンに 3 回ずつバロウイング・エントレイルズを使用し
てつかんだ敵が動かなくなるまで痛めつける。

六眼のジルワンは万全の態勢をとって海馬号を待ち伏せし
ていた。相手が普通の船だったなら一方的に船尾をとり、舵
を壊せたろう。
だが、海馬号は普通の船ではない。風も潮の流れも問わず

このエリアの情報

舷 側： 舷 側 に は 手 す り が あ る た め、 強 制 移 動 で 海 の 上 に
投 げ 出 さ れ る 場 合、 セ ー ヴ に ＋ 2 の ボ ー ナ ス を 得 る。

に海原を行く。ジルワンにできたのは半ば船をぶつけるよう

海面から舷側を伝って甲板上に這い上がるためには、難易度 19

にして接舷することだけだった。

の〈運動〉判定により 2 マスぶんの登攀を行なわなければなら

螺旋髑髏の海賊旗の下にはおぞましい死体がいくつもうご
めいている。
マストの上には不格好な翼を持った異形の死体。
船尾楼への階段前には膿崩れた腹腔からずるずるとはらわ
たを引きずった死体が身をかがめ構えている。
そして、船尾楼には錫杖と鉄の冠を頂いた豪奢な骸骨が姿
を見せていた。この骸骨は 3 つの頭を持っている！
「我こそは、螺旋髑髏ビルワチ様が下僕、“ 六眼のジルワン ”。

ない。
海：海面は穏やかであり、海に落ちたクリーチャーが泳ぐための〈運
動〉判定の難易度は 10 である。
帆柱：帆柱のあるマスは侵入はできるが、そこにいるものに遮蔽
を提供する。
船 倉： 中 は 海 兵 と し て の チ ャ ー ネ ル・ ゾ ン ビ が 詰 ま っ て
い る が、 ジ ル ワ ン の 分 捕 り 品 も 数 多 く 転 が っ て い る。
小さめの櫃に 512gp と黒真珠が二つ（各 400gp）、そして 9 レ

おとなしく小夜啼鳥を渡せ！ そうすれば、苦しまず殺して

ベルの魔法のアイテム（ジルワンがビルワチに献上しようとし

我らの仲間に迎えてやっても良いぞ！！」

ていたもの。DM が選択する）がある。
■クレジット／ Credit

甲板にいるのはジルワン、ラッシャー・ゾンビ、ロットウィング・
ゾンビであり、チャーネル・ゾンビは船倉にいる。

2009 年度 HJ コンベンション・アドベンチャー・シナリオ第二話
9 レベル・キャラクター用『小夜啼鳥と海馬」
著者：塚田 与志也・柳田真坂樹
HobbyJAPAN 輸入事業課

チャーネル・ゾンビの出現時には以下を読み上げる。

〒 151-0053

甲板の落とし戸が開くと、そこから螺旋髑髏のバンダナを

カスタマーサービス TEL:03-5304-9286

締めたぼろぼろの焼死体が続々とわき出してきた。丸太のよ
うな腕を振り回し、突撃してくる。

戦術
スカル・ロード以外のゾンビたちはみな知性が低いため、スカ
ル・ロードの命令がない限りは一番近くの敵を盲目的に攻撃するよ
うな単純な戦術しか取れない。プレイヤーにこのことがわかるよう、
DM はスカル・ロードが命令を下しているさまをしっかりと描写す
ること。
ロットウィング・ゾンビは可能な限り毎ターン飛行して突撃を
行なう。ファイターの機会攻撃によって移動を阻害されることを学
習しないかぎり、機会攻撃はまったく気にしない。
チャーネル・ゾンビは船倉におり、第一ラウンドには移動アク
ションを使って甲板中央の落とし戸から出現し、そこから手近の敵
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編集 /DTP : 上田 明（HobbyJAPAN）
http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/

東京都渋谷区代々木 2-15-8 新宿 Hobby ビル

受付時間 : 月～金 13:00 ～ 18:00( 土日祝日除く )

■「小夜啼鳥と海馬」は、2009 年 9 月 26 日に開催された、
HobbyJAPAN RPG コンベンションの「本格冒険コース」にて
用いられたアドベンチャーを、ダウンロード・サービスにあたっ
て更新したものです。また、本作は 2009 年擬似キャンペーン
の第 2 話に当たります。
● ルールやシナリオの内容に関するご質問につきましては、お
電話ではお答えできません。お手紙、ユーザーサポートへの電
子メール（cardgame@hobbyjapan.co.jp）にてお寄せください。
● 本冊子に掲載のダンジョン・マップ、キャラクター・シート、
ハンドアウトなどについてはセッションに用いる個人的用途に
限りコピーして使用できます。
● 本冊子そのもの、および掲載されたイラスト、図版、文章な
どの無断転載、複写、複製ならびに、形態を問わず再配布を禁
じます。
● 本アドベンチャーを含め、WotC による製作物の翻訳ではな
い場合、公式なサプリメントに記述されていない設定、人物、
クリーチャー、事件、事象などは、オフィシャルなものではあ
りません。
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ロットウィング・ゾンビ
レベル6
中型・自然・自律体（アンデッド）

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

奇襲役
XP250

イニシアチブ：＋7
感覚：〈知覚〉＋3；暗視
hp：70；重傷値：35；下記のゾンビ・ウィークネスも参照
AC19；頑健18、
反応18、
意志16
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
移動速度4、飛行4（飛行時劣悪）
m 叩きつけ
（標準；無限回）
＋11対AC；1d8＋3ダメージ。
フライング・チャージ／飛行突撃
飛行中のロットウィング・ゾンビが突撃による攻撃をヒットさせ
たなら、2d6の追加ダメージを与える。この時の攻撃は以下の
ようになる；＋8対AC；1d8＋3＋2d6ダメージ。
ゾンビ・ウィークネス／ゾンビの弱点
ロットウィング・ゾンビに対するクリティカル・ヒットは、即座
にこのゾンビのヒット・ポイントを0に減少させる。
属性：無属性 言語：――
【筋】14（＋5）【敏】14（＋5） 【判】10（＋3）
【耐】14（＋5）【知】1（－2） 【魅】3（－1）

チャーネル・ゾンビ
レベル10 雑魚
中型・自然・自律体（アンデッド）
XP125

イニシアチブ：＋5
感覚：〈知覚〉＋5；暗視
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC24；頑健21、
反応18、意志18
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10
移動速度4
m スラム／叩きつけ
（標準；無限回）
＋15対AC；6ダメージ。
グラスピング・デス／断末魔の一撃
（このゾンビのヒット・ポイントが0になった時）
1回のスラム攻撃を行なう。
属性：無属性 言語：――
【筋】17（＋8）【敏】10（＋5） 【判】10（＋5）
【耐】16（＋8）【知】1（±0） 【魅】2（＋1）

ラッシャー・ゾンビ
レベル7
中型・自然・自律体（アンデッド）

兵士役
XP300

イニシアチブ：＋5
感覚：〈知覚〉＋3；暗視
hp：80；重傷値：40；下記のゾンビ・ウィークネスも参照
AC23；頑健19、
反応16、
意志16
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
移動速度4
mヴィセラル・ラッシュ／鞭打つはらわた
（標準；無限回）
間合い2；＋12 対 AC；1d8＋5ダメージ。目標は1マス引き寄せら
れ、このゾンビにつかまれる。
バロウイング・エントレイルズ／突き刺さるはらわた
（マイナー；無限回）
目標はこのゾンビがつかんでいるクリーチャー 1体
；＋14 対 AC；1d6＋5ダメージ。
スレトニング・リーチ／機会攻撃
ラッシャー・ゾンビは自分の間合い（2マス）の中にいるすべての
敵に対して機会攻撃を行なうことができる。
属性：無属性 言語：――
【筋】19（＋7）【敏】10（＋3） 【判】10（＋3）
【耐】16（＋6）【知】2（－1） 【魅】1（－2）

スカル・ロード“六眼のジルワン”
レベル10
中型・自然・人型（アンデッド）
イニシアチブ＋8

砲撃役（指揮役）
XP500

感覚 ：〈知覚〉＋7；暗視

マスター・オヴ・ザ・グレイヴ／墓場の主（［回復］）：オーラ2；
範囲内にいる味方のアンデッドは“再生5”とセーヴィング・
スローへの＋2ボーナスを得る。スカル・オヴ・デスス・コマ
ンドが破壊されるとこのオーラは停止する。
hp：40；重傷値：20；トリプル・スカルズ も参照のこと。
AC24；頑健21、
反応22、意志23
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性；［光輝］5
移動速度6
mボーン・スタッフ／骨の杖
（標準；無限回）◆［死霊］、［武器］
＋13 対 AC；1d8＋2ダメージおよび1d6の［死霊］ダメージ。
R スカル・オヴ・ボーンチリング・フィアー
／骨まで凍る恐怖の髑髏（マイナー、1ラウンドに1回まで；無限回）
◆［恐怖］、［冷気］
射程10；＋15 対 “意志”；1d6＋3の［冷気］ダメージ。目標は5マス
押しやられる。
R スカル・オヴ・デスス・コマンド／死者を支配する髑髏
（マイナー、1ラウンドに1回まで；無限回）◆［死霊］
射程10；スカル・ロードは射程内の破壊された“雑魚”アンデッド
1体を復活させる。復活させる雑魚アンデッドのレベルは（ス
カル・ロードのレベル＋2）以下でなければならない。復活した
雑魚アンデッドは自分が破壊された時にいたマス（そのマスが
他のものに占められていた場合、そのマスに隣接するマスのど
れか）において、フリー・アクションとして立ち上がる。雑魚ア
ンデッドのヒット・ポイントは最大まで回復し、次の雑魚のター
ンに通常通りのアクションを行なうことができる。
R スカル・オヴ・ウィザリング・フレイム／生気奪う炎の髑髏
（マイナー、1ラウンドに1回まで；無限回）◆［死霊］、［火］
射程10；＋15 対 “頑健”；2d6＋3の［死霊］かつ［火］ダメージ。
トリプル・スカルズ／三重の髑髏◆［回復］
スカル・ロードのヒット・ポイントが0以下になった時点で、その
髑髏の1つ（前述の3つからランダムに選ぶ）が破壊され、その髑
髏が持つパワーを使用することはできなくなる。その後、スカ
ル・ロードの髑髏がまだ1つ以上残っていたなら、そのヒット・
ポイントは即座に最大値（40hp）まで回復する。3つの髑髏がす
べて破壊された時点で、スカル・ロードも破壊される。
属性：悪
言語：共通語
技能：〈威圧〉＋15、〈看破〉＋12、［はったり］＋15
【筋】14（＋7）【敏】16（＋8） 【判】15（＋7）
【耐】17（＋8）【知】16（＋8） 【魅】21（＋10）
装備：スタッフ、鉄製の冠×3、ビルワチの指令書
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エピローグ＆次回予告

PC たちが見事海馬号で脱出を遂げたなら、止まり木の上で小夜
啼鳥が口を開く。

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

れば、その歌こそかつて小夜啼鳥の名で知られた歌姫の残し
た恋歌であるとわかっただろう。しかし、この甲板の上に居
るのはみな、人の心を忘れた亡者ばかりだ。

「すばらしいわ！ あなたたち、なんてすてきな冒険家な

使い魔であろうか、それともただのペットなのか。腐乱し

の！？ あなた達のいさおしを歌う栄誉をぜひ私に与えてい

たオウムが、居並ぶ幹部達に螺旋髑髏団の頭目「ぐるぐる眼

ただけません？ これは絶対に後世に残すべき冒険だわ！」

のビルワチ」の言葉を告げた。

そして、きょとんとした顔で（機械仕掛けの小夜啼鳥のきょと
んとした顔というのはなかなか想像しにくいだろうが）呟く。

「あれ、あたしもしかして人の言葉が話せてる！？ ちょっ
とそこのあなた、私話せているかしら？」
そして彼女は自己紹介をする。

「ずいぶん長い間、歌だけ歌ってた気がするし、まだ一体何
がどうなってるのかわからないのだけど……。私の名はナイ
チンゲール、オグマに仕え、キャンドルキープに 100 の歌を
奉献したローアキーパーよ！ ……元だけど」
「……あああ、ちょっと待って。とてもそんなにいろんなこ
と一遍に思い出せないわ。だいたいなんで私がこんな姿になっ
ているのかもわからないんだし。でもまぁ、小夜啼鳥の姿っ
てのは良いわね。カナリアってのもいいけどそれはあまりに
ありふれてるじゃない。そう思わない？ カナリアの歌とい
えば昔カリムシャンのカリフが……」
「あら、カリムシャンの話は嫌い？ 昔砂漠で乾き死にしそ
うになったとか？ なら、黒豹を連れ、ラベンダーの瞳を持っ
た剣士の歌とか、どうかしら？」
「……はいはい、ほかの英雄の話とかは良いってことね。わ
かりましたわよ。でも、どうやら私も歌のことや英雄の話は
さんざん歌ってたせいですぐ出てくるんだけど、自分のこと
は思い出せないみたい」
「……大丈夫よ、きっとそのうち思い出すわ。たぶんね。そ
れに、この止まり木に止まって歌を歌ってると、何かとても
しっくり来るの。なにか、この船と私にはつながりがあるん
だと思うわ。だから、一緒に旅を続けてれば思い出すわよ」
「もちろん、次の冒険にも行くんでしょ？」

「六眼ノじるわんガ倒サレタ、儀式ニヨリ螺旋髑髏様ハ、ソ
レヲオ知リニナッタ」
黒いローブにすっぽりとその身を覆った幹部の 1 人が口を
開く。
「嵐を呼ぶニッケはまだしも、六眼のジルワンまでも」
そして幹部達がざわつき出す。
「ビルワチ様のお力を頂きながら、ふがいなきこと」
「所詮、中身の詰まっておらぬ骸骨頭。三つあっても使いよ
うがないヤツじゃった」
「肉といっしょに、智慧も溶け落ちたか」
「不死の身になってなお肉の身から逃れられぬもののさだめ
じゃのう」
「まてい、おぬし。それはわしらを嘲っておるのか！」
グールの戦士長が剣に手をかけ立ち上がり、スペクターの
参謀が含み笑う。
「臭い匂いがしないだけ。誰かよりはマシじゃったがな」
「貴様！」
「ヒカエヨ！ 螺旋髑髏様ノ御前デアル！！」
歌を止め、玉座に丸まった彼は呟いた。
「小夜啼鳥……よすずめェ……、ナイチンゲールぅ……」
腐ったオウムが幹部に向きなおり、指示を下す。
「キャツラヲ捜シ出セ。殺シテ、黄泉帰ラセ、更ニ七度殺シ、
魂ヲ地獄ノ悪魔ニ売リ渡セ」
この日以降、ネランサー諸島から螺旋髑髏団の姿は消え、
無法の街スコーグの海賊達はその去就を噂した。

PC 達にザ・ブラス・ナイチンゲールの情報を与えること。
ザ・ブラス・ナイチンゲールは数多くの歌や情報を知っている
（100 年前の知識であるためにところどころ現状とは異なったもの
になってはいるが）。海馬号と共に多くの冒険へと PC を導くこと

ぐるぐる眼の海賊旗がソード・コースト沿岸に頻繁に現れ
るようになったのはそれからだった。彼らはみな、とある船
と一団を捜していた。
海馬号と小夜啼鳥である。

ができるだろう。
だが、それはスパイスをきかせたワインとあぶり肉、柔らかな
ベッドで一眠りしてからでも良いはずだ！
一方で螺旋髑髏団は PC 達をはっきりと敵と見なし、公然と立ち
向かってくるだろう。アンデッドの海賊団はこのアーティファクト
と船を狂おしいほどに求めているのだ。

ネランサー諸島のアジトに、骸骨達が漕ぐガレー船が 1 隻、
また 1 隻と戻ってくる。
集められた配下が赴くのは、骨を集めて形づくられた一際
大きな船ガレー船である。その甲板には各地を差配するアン
デッドの幹部達が集まっている。船尾にある玉座にはローブ
姿の人影が 1 人、座っている。玉座の上で膝を抱えて丸まっ
たまま、なにやら歌を口ずさんでいる。歌心を知るものであ
DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
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付録：冒険の背景：詳細
そもそもの物語は、呪文荒廃以前にさかのぼる。多くの物語と
同じように、二人の男女がこの物語があった。
男の名はビルワチ、野心に燃える魔法使い。
女の名はナイチンゲール、知識の神オグマ（フォーゴトン・レ
ルムを使用しない場合にはコアロン・ラレシアン）に仕える吟遊詩

る）唯一の術を説いたが、彼女はそれを肯んじなかった。耐えきれ
ずビルワチはナイチンゲールを拐し、己の人造クリーチャー作成の
技術を用いて、彼女の魂を真鍮の小夜啼鳥に封じることに成功した。
更に、いつかは神の影響を離れて過ごせる日が来るように、よ
り長く彼女と生きられるようにと、おのれをリッチと化したのであ
る。

人。
ナイチンゲールはこのころ、己の技芸のすべてを尽くし、焦が
れ人のためにただ一つの歌を作り出そうとしていた。その歌は尋常

このビルワチの妄執にとある神が怒った。
ナイチンゲールが貫こうとした秘めたる恋をよしとする “ 炎の髪

の手段では創り出すことが叶わず、彼女は一度ならず失意に挫け、

の女王 ” スーニー（フォーゴトン・レルムを使用しない場合はセイ

そのたびに知識の砦、フェイルーン最大の図書館キャンドルキープ

ハニーン）である。スーニーはナイチンゲールの生前からそっと彼

を訪れていた。

女を助けていた。直接ナイチンゲールに接触しなかったのは、彼女

ビルワチは彼女がキープに入る折、神々に詩歌を奉じる姿を見

の秘めたる恋を尊重したためである。

て、崇拝にも似た思いを抱くようになっていた。
やがて、ナイチンゲールは一つの歌を完成させた。今は名も知

我執でナイチンゲールを捕えたビルワチに対し、スーニーは呪

られぬ彼女の焦がれ人、その前でのみ歌う事を己に許したその絶唱

いを投げかけた。死せるものの魂をすら狂わせた呪いは、ビルワチ

は、オグマ神の注意すら惹くものであった。だが、ナイチンゲール

に（ナイチンゲールを失うという）喪失感を与え、なおかつナイチ

はその歌をオグマへ捧げようとしなかった。

ンゲールの事を思い出せないというものであった。

その歌が、許されざる恋の歌であったからだともいう。
その歌が、禁断なる言葉、《創造の言葉》を用いていたからとも
言う。
その歌が捧げられたのは、九層地獄の諸侯であったからだとも
言う。
いずれにしろ、ナイチンゲールはオグマの ” 契約の儀 ” に背き、
教義に背いた。

ビルワチは狂った。真鍮の小夜啼鳥は（内に歌姫の魂を秘めた
まま）からくり仕掛けの工芸品として好事家の手に渡った。
その直後に、呪文荒廃が起こった。
庇護するつもりだったナイチンゲールをスーニーは見失った。
いや、しばらくの間はナイチンゲールのことに関わり合う余裕は女
神になかった。

オグマの教会は彼女を破門した。さらに破門の原因となった彼
女の歌を封じたのである。
ナイチンゲールはキャンドルキープを出た。歌い手を殺すこと
はならぬとしたオグマの教義により彼女は生かされていた。
神意を諮ることは叶わねど、オグマはこう考えていたのかも知

ビルワチは狂ったまま、フェイルーンをさまよい、そして望む
ものを捜し出すために配下にソード・コースト沿いの船や集落を襲
わせた。時折正気が訪れるたび、集められたがらくたに絶望するの
であった。

れない。一度でも神の域に達する技芸をものにした歌い手が、以降
その技芸を長く封じることなどできようもないと。いずれ、ナイチ
ンゲールは戻ってくると。
しかし、彼女はその歌を歌うことなく慎ましく旅を続けた。

ナイチンゲールの魂は、小夜啼鳥の中でまだ眠っているが、PC
たちと関わることにより活性化するだろう。自我を取り戻すに至れ
ば、呪文荒廃後の世界に驚きを隠せないハズである。また、彼女が
自我を取り戻し、歌を歌えば、その歌を聞きつけてスーニーの派遣

一方、ビルワチである。
彼はナイチンゲールが追放される事件の間、思いのならなさに
悶えていた。

したエンジェルやエグザルフが彼女をいずれ迎えに来るだろう。
ビルワチは今なお、癒されることのない喪失感に苛まれつつ、
何かを探し続けている。自分の捜しているものについて何事かを思
い出すのは新月の夜（この夜にはスーニーの呪いが弱まるのかも知

そしてさらにビルワチは恐れていた。

れない）であり、そのときは配下にナイチンゲールの手がかり（失

オグマの信仰に背いたナイチンゲールは死後、神の元に受け入

われた歌や、人造クリーチャーの情報）の捜査を指示する。また、

れられず、“ 不誠実者 ” として “ 死者の王 ” ケレンヴォー（フォー

折に触れて螺旋髑髏団の勢力を維持するための指示も行なってい

ゴトン・レルムを使用しない場合にはレイヴン・クイーン）が治め

る。

る “ 裁きの都 ” で永遠の刑罰に処せられる運命にあったのである。

ビルワチは『ランタン島の遺産』事件の後、小夜啼鳥を手に入

オグマに背いたことで今生の生を失意のもとで過ごすことすら辛い

れた PC たちのことを配下から聞き及ぶ。そして、新月の時に思い

ことである。だが、死後の平安すら彼女には許されないとは！

巡らせ、PC たちが次に赴くだろうキャンドルキープ近くのガンド
工房へ配下を派遣した。しかし、すでに彼の自意識は正気と狂気の

ビルワチは考えを重ね、ナイチンゲールの魂の破滅を阻む手段
を思いつく。つまり、彼女が死んでも、その魂を裁きの都へやらな
いようにすればよい。彼女の魂を他の入れ物に封じて、死と生の狭
間で長らえさせるのだ。そうすれば、永遠の刑罰に処せられること
はない。
問題はナイチンゲール自身がそれを望まなかったことにある。
何度となくビルワチはナイチンゲールに魂の平安を得る（彼が考え
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歓喜（16 ～ 20）
この真鍮でできた機械仕掛けの小夜啼鳥は英雄級のうち中程度
以上のレベルのキャラクターが持つにふさわしい。

ザ・ブラス・ナイチンゲール
The Brass nightingale ／真鍮の小夜啼鳥

「聞いた！

あの歌、私たちのことを歌ってくれているのよ」

小夜啼鳥は望む英雄の側にいることを喜び、常時あなた方の周
りを飛び、歌を囀る。君たちのかけがえのない仲間として冒険を手

英雄級

伝ってくれる。

特性：ザ・ブラス・ナイチンゲールから5マス以内にいるパーティ
このからくり仕掛けの小鳥は、工芸の神ガンドに仕える魔法の
全員は、セーヴに＋1のボーナスを得る。
使い手が、知識の神オグマを讃える、たぐいまれなる歌い手のわ
パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。小夜啼鳥の歌は勇気
ざをこの世にとどめようと試みたものであると伝えられている。
のオーラとなる（オーラ2）。オーラはパワーの使用を命じたキャ
輝かしい智慧と深い学識を得たこの小夜啼鳥は、智慧の光で無明
ラクターを中心とし、そのキャラクターの次のターン終了時ま
の闇
で持続する。このオーラの範囲内の味方全員は、あらゆる攻撃
を照らし出すのだと。
ロールに＋5のボーナスを得る。このパワーは“満足”の段階で得
だが実のところ、この小鳥は妄執の魔術師が歌い手の魂をから
られるパワーに置き換わる。
くり仕掛けの中に封じ込めたものである。したがって、この小夜
特殊：ザ・ブラス・ナイチンゲールは同行者達と会話を交わせる
啼鳥
ようになり、この中に封じられた己の魂を解放してくれるよう
の目的は己の魂を解放するためにかの魔術師の行跡を探ろうと
に言う。適宜DMはそのためのクエストを用意すること。
している。
この小夜啼鳥は特定のキャラクターを使用者とすることはない。
満足（12 ～ 15）
パーティ共有のアイテムと見なすこと（アーティファクトの一
「聞いてみろ、あの小鳥は嬉しそうに歌ってるじゃないか」
日毎パワーは、キャラクターの魔法のアイテム使用回数を消費
小夜啼鳥は同行者達の振る舞い、得られた知識に満足しており、
しないことに注意）。また、パワーの使用はパーティのメンバー
普段以上の力をふるって、同行者達をさらなる冒険へ導く。
がパワーの使用をザ・ブラス・ナイチンゲールに命じることで
行なう（使用を命じたメンバーのターンでパワーは起動する）。
パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。小夜啼鳥の歌は勇気
ザ・ブラス・ナイチンゲールは１ターンに１つのパワーを発
のオーラとなる（オーラ2）。オーラはパワーの使用を命じたキャ
動できる。
ラクターの次のターン終了時まで持続する。このオーラの範囲
パワー（［遭遇毎］）：マイナー・アクション。ザ・ブラス・ナイチ
内の味方全員は、あらゆる攻撃ロールに＋2のボーナスを得る。
ンゲールから5マス以内にいるキャラクターがこのパワーの使
パワー（［遭遇毎］）：マイナー・アクション。小夜啼鳥は仲間の勇
用を命じることができる。このパワーの目標となったキャラク
気を別の仲間に分け与える。5マス以内にいる味方の回復力を2
ターはザ・ブラス・ナイチンゲールの歌により、次に行なう任
回分消費し、5マス以内にいる別の味方の回復力を1回分回復さ
意の技能判定に＋2のアイテム・ボーナスを得る。
せる。
パワー（［一日毎］）：ザ・ブラス・ナイチンゲールから5マス以内
にいるキャラクターがこのパワーの使用を命じることができる。
このパワーの目標となったキャラクターに対して、ザ・ブラス・
通常（5 ～ 11）
「あの小鳥、新しい場所や本を見るととても喜ぶわね。新しい歌
ナイチンゲールは美しい声で、思慮深い助言を行なう。目標と
でも仕入れてるのかしら」
なったキャラクターは次に行なう任意の技能判定に＋5のアイ
テム・ボーナスを得る。
鎧は使用者が危険に身を投じるのを待ちかねており、使用者を
勇猛果敢な行ないへと導こうとする。

ザ・ブラス・ナイチンゲールの目的
◆ 失われてしまう知識、詩歌を収集する。

不満（1 ～ 4）

◆ 己の魂をこの金属の身体から解き放つ。

ザ・ブラス・ナイチンゲールのロールプレイ

この小夜啼鳥は知識や詩歌の収集に目が無く、何か新たな知識
が得られそうなら、同行する冒険者たちをその冒険へ誘おうとする。
また、ロマンスについて非常に敏感でありまわりでそのような気配
（PC であれ NPC であれ）があったなら、その傍らに赴いて軽やか
に恋歌を歌う。
また、図書館や古代の遺跡など知識的に興味深いところにいる
なら、同行者達からひどく離れない（5 マス以内）の範囲で周囲を
調査する。特に魂の呪縛や人造クリーチャー作成の情報については
主に素振りで強い興味を示す。

信頼度
初期値
同行者が１レベルアップする
同行者が謎として与えられたクエストを1つ解明し、
原因や背後関係を知る
同行者が新たな歌、伝承を発見する
同行者が知識を得られる機会をみすみす逃す
同行者が得た知識を破棄し、世に広めようとしない

「なぁ、
あの鳥ここ最近歌わなくなったぞ。壊れてんじゃないのか」
特殊：同行者達がザ・ブラス・ナイチンゲールから得られるボー
ナスが減少する。［遭遇毎］は＋1、［一日毎］は＋3にとどまる。

憤慨（0以下）

「もう歌も歌わなくなっちゃった。こんなおもちゃ役に立たない

わ」
小夜啼鳥は同行者達に愛想を尽かし歌を歌わなくなる。ほかに
ふさわしい者と知り合うと、その者について行こうとする。
特殊：［遭遇毎］パワーを失う。［一日毎］パワーは＋2にとどまる。

５
＋1d10
＋1
＋1
－1
－1

流転
「そうだったの……。あなたがこの仕掛け細工の中に封じられて
いたのね」
ザ・ブラス・ナイチンゲールは中にある魂が解放されたときに
流転（正確にはアーティファクトであることを止める）。
魂が無事解放されたなら、抜け殻となった真鍮の小夜啼鳥像は
崩れ去り、5,000gp 相当のレシデュウムとなる。
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ハンドアウト２

○工房防衛計画
「……以上のように、 侵入者に対してはスピンクスのつがいによる対処
を主とする。 また、 この工房での自動帆船『 海馬号』 の開発資料は
別途保管する。
（中略）
自動帆船試作品について用意したなだめ手の器はランタン島から納
品済み。 器を満たす手法については “霊体呪縛とその意志矯正手段
について” あるいは “肉体変容が行動傾向に及ぼす影響” を参照さ
れたし。
自動帆船の竜骨にはいまなお水の元素霊の呪縛が施してある。 取り
扱いには十分注意せよ。
（中略）
作業用に使用した、 自動ウィンチ （大１， 小４）、 エレメンタル各種 （風、
土、 火） については工房に呪縛しておく。 合言葉は前者が 「 ガンド

神のさし金にかけて命ずる」、 後者が 「オグマ神の羽ペンにか
けて命ずる」。
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リーピング・ストライク
Reaping Strike ／鉤形撃   ファイター／攻撃／ 1

ヒューマン・ファイター

君は強振のあいまあいまに素早い一突きを繰り出す。このたちの
悪い攻撃は敵の守りをかいくぐって浅手を負わせる。
［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋15 対 AC
ヒット：1d12＋8（クリティカル：20＋1d12＋2d8）ダメージ。
ミス：5ダメージ。

作成済みキャラクター レベル 7
名前

性別

ヒット・ポイント：６６
重傷：３３

回復力値：１７

イニシアチブ＋４

1 日の回復力使用回数：１１
アクション・ポイント

防御値

スチール・サーペント・ストライク
Steel Serpent Strike ／鋼蛇撃
ファイター／攻撃／ 1

君は敵の向こう脛に手痛い一撃を喰らわせ、敵の足を止める。

ＡＣ

頑健

反応

意志

２３

２３

１７

１７

いかに頑丈な相手だろうと、この瞬間だけは脚をかばわずにいら
れるものではない。

セーヴィング・スロー修正：全てのセーヴィング・スローに＋ 1

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 15（V・フルブレード＋ 2）
ダメージ：1d12 ＋ 10
（クリティカル：22 ＋ 1d12 ＋ 2d8）、突撃時は＋ 1d8
機会攻撃：＋ 16（V・フルブレード＋ 2）
ダメージ：1d12 ＋ 10（クリティカル：22 ＋ 1d12 ＋ 2d8）
遠隔基礎攻撃：＋ 10( ハンドアックス )
遠隔基礎攻撃：＋７（ロングボウ）

ダメージ：1d6 ＋５

ダメージ：1d10 ＋ 1

種族的特長（修正等反映済み）
身長：６ft 1in

体重：200 ポンド（91kg）

移動速度：５マス		

視覚：通常

言語：共通語、巨人語

属性：無属性

サイズ：中型

人間のボーナス：追加の無限回パワー 1 つ、特技 1 つ、修得済み
技能 1 つ。頑健、反応、意志防御値に＋ 1（すでに適用済み）。

無限回パワー

クリーヴ
Cleave ／薙ぎ払い

ファイター／攻撃／１

君は 1 体の敵に斬りつけ、さらにもう 1 体までなぎ払った。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋15 対 AC
ヒット：1d12＋8（クリティカル：20＋1d12＋2d8）ダメージ。使
用者に隣接している別の敵1体は5ダメージを受ける。

フットワーク・ルーア
Footwork Lure ／誘いの足さばき

君は一撃を加えて退き、敵を誘い出す。

ファイター／攻撃／１

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋15 対 AC
ヒット：1d12＋8（クリティカル：20＋1d12＋2d8）ダメージ。
使用者は1マスだけシフトし、目標を自分がもといたマス目に横
滑りさせることができる。

34

遭遇毎パワー

［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋15 対 AC
ヒット：2d12＋8（クリティカル：32＋1d12＋2d8）ダメージ。
使用者の次のターンの終了時まで、目標は減速状態になり、シフ
トを行なうこともできない。

ノー・オープニング
No Opening ／隙無し

ファイター／汎用／ 2

君は自分の武器あるいは盾を掲げ、自分の防御の隙を塞ぐ。

［遭遇毎］
✦［武勇］
即応・割込
使用者
トリガー：使用者に対して戦術的優位を有する1体の敵が使用者
を攻撃する。
効果：その攻撃に適用されるはずだった戦術的優位を無効化する。

スウィーピング・ブロウ
Sweeping Blow ／大旋風

ファイター／攻撃／ 3

君は力のすべてを振り絞り、強烈な一振りで近くの敵すべてを同
時になぎ払う。
［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接範囲・爆発1
目標：爆発の範囲内にいて使用者から見える敵すべて
攻撃：＋17 対 AC
ヒット：1d12＋8（クリティカル：20＋1d12＋2d8）ダメージ。

アジャイル・アプローチ
Agile Approach ／詰め寄り

君は素早いシフトで有利な位置につく。

ファイター／汎用／ 6

［遭遇毎］
✦［武勇］
移動アクション
使用者
効果：君は2マスぶんシフトできる（このとき必ず敵に隣接するマ
ス目でシフトを終えねばならない）。

カム・アンド・ゲット・イット
Come and Get It ／来たな馬鹿ども

ファイター／攻撃／ 7

君は敵たちを近くに招き寄せ、決して忘れえぬ一発をお見舞いす
る。

［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接範囲・爆発3
目標：爆発の範囲内にいて使用者から見える敵すべて
効果：使用者はそれぞれの目標を2マス引き寄せ、自分に隣接する
マスまで移動させる。自分に隣接するマスに移動させること
ができない目標は、まったく移動させることができない。次に、
使用者は自分に隣接している目標すべてに対して1回ずつの
攻撃を行なう（攻撃の範囲は“近接範囲・爆発1”である）。
攻撃：＋15 対 AC
ヒット：1d12＋8（クリティカル：20＋1d12＋2d8）ダメージ。

第二話「小夜啼鳥と海馬」
一日毎パワー
ラスティング・スレット
Lasting Threat ／持続する脅威

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

特技

ファイター／攻撃／ 1

君は挑戦の声をあげて渾身の一撃を加え、敵に君との対決を強要
する。
［一日毎］
✦［信頼性］、［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋15 対 AC
ヒット：3d12＋8（クリティカル：44＋1d12＋2d8）ダメージ。
目標は、この遭遇が終了するか、あるいは使用者が気絶状態にな
るまでの間、使用者によって“マークされた状態”になる。
このマークを他のマークによって上書きすることはできない。
ミス：このパワーの使用回数は消費されない。

コメットフォール・チャージ
Cometfall Charge ／流星突撃

装備品
ファイター／攻撃／ 5

君は敵めがけて跳躍する。着地。石の砕ける残響。

［一日毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
必要条件：使用者は突撃し、近接基礎攻撃のかわりにこのパワー
を使用せねばならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋16対AC（突撃による修正込み）
ヒット：3d12＋10＋1d8（クリティカル：54＋1d12＋2d8）ダメー
ジ（突撃による修正込み）。
ミス：半減ダメージ。

ファイターの標的：君は敵を攻撃するたびに、その攻撃がヒットしよう
とミスしようと関係なく、攻撃目標を標的として “ マークする ” こと
ができる。目標の “ マークされた状態 ” は、君の次のターンの終了時
まで持続する。君にマークされた目標は、君を目標に含まない攻撃の
攻撃ロールに－ 2 のペナルティを負う。あるクリーチャーをマークで
きるのは常に 1 人だけである。同じクリーチャーが別の相手から新た
にマークされたなら、既存の “ マークされた状態 ” の効果は終了する。
さらに、君にマークされており、かつ君に隣接している敵が、シフ
トするか、または君を目標に含まない攻撃を行なったなら、君はその
敵に対して即応・割込アクションとして 1 回の近接基礎攻撃を行なう
ことができる。
卓越の戦士：君は機会攻撃を行う際に、その機会攻撃が移動によって誘
発されたものであった場合、君の機会攻撃がヒットした敵はそこで移
動を終了する。その敵にまだアクションが残っているなら、別のアク
ションで移動を行なうことはできる。
ファイターの武器の才：君は、両手持ちの武器を使用する際に攻撃ロー
ルに＋ 1 のボーナスを得る（適用済）。

判定修正値
＋8
＋5
＋4

技能（能力値） 習得済み
〈威圧〉【魅】
○
〈運動〉【筋】
○
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
○
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探検〉【判】
〈治療〉【判】
○
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

防具：スクリーミング・ドレイクスケイル・アーマー＋ 2
武器：ヴァンガード・フルブレード＋ 2、ハンドアックス 3 本（射
程 5 ／ 10）、ロングボウ（射程 20 ／ 40）、アロー 30 本。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
所持金：190gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□

クラスの特徴

能力値
【筋】20
【耐】15
【敏】13

《怒涛のアクション》：アクション・ポイントを消費することで得
たアクションの間、君は自分の行なう攻撃ロールに＋ 3 のボー
ナスを得る。
《武器習熟：フルブレード》：フルブレード * に習熟する。
《ヒューマンの忍耐力》：セーヴィング・スローに＋ 1 の特技ボー
ナスを得る（適用済）。
《武器熟練：重刀剣類》**：重刀剣類の武器ダメージに＋ 1 特技ボー
ナスを得る（適用済）。
《武器練達：重刀剣類》：重刀剣類の攻撃ロールに＋ 1 ボーナスを
得る（適用済）。

能力値
【知】10
【判】12
【魅】8

判定修正値
＋3
＋4
＋2

判定修正値
＋9
＋13
＋4
＋4
＋4
＋2
＋10
＋2
＋4
＋3
＋4
＋4
＋9
＋4
＋2
＋3
＋3

マイルストーン□ / □ / □

ヴァンガード・フルブレード＋ 2（武器スロット）*
特性：ヒットした突撃攻撃は、＋ 1d8 の追加ダメージを与える。
パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。このパワーは突撃
攻撃を行なう直前にのみ使用できる。突撃攻撃がヒットした場
合、使用者から 10 マス以内のすべての味方は、次の使用者のター
ンの開始時まで、攻撃ロールに＋ 1 のボーナスを得る。
スクリーミング・ドレイクスケイル・アーマー＋ 2（鎧スロット）*
特性：
〈威圧〉判定に＋ 2 アイテム・ボーナスを得る（適用済み）。
パワー（［遭遇毎］◆［恐怖］）：マイナー・アクション。使用者
から 5 マス以内にいる敵 1 体は、次の使用者のターンの終了時
まで攻撃ロールに－ 2 のペナルティを負う。
ブレイサー・オヴ・マイティ・ストライキング（英雄級）
（腕部ス
ロット）
特性：近接基礎攻撃が命中した際、ダメージ・ロールに＋ 2 の
アイテム・ボーナス（既に適用済み）。
アミュレット・オヴ・プロテクション＋ 2（首スロット）
ベルト・オヴ・ヴィゴー（腰スロット）
特性：使用者は回復力値に＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適
用済み）。
ブーツ・オヴ・アデプト・チャージング（足スロット）
特性：突撃のあと、使用者は自分のターンの終了前に 1 マスシ
フトできる。

*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。
**……『プレイヤーズ・ハンドブック 2 第４版』所収。

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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エラドリン・レンジャー

性別

ヒット・ポイント：６０
重傷：３０ 回復力値：１６
1 日の回復力使用回数：７
イニシアチブ＋６
アクション・ポイント

防御値

ＡＣ
頑健
反応
意志
２２
２０
１９
１７
セーヴィング・スロー修正
［魅了］効果へのセーヴに＋ 5 の種族ボーナス

攻撃

近接基礎攻撃：＋ 12（ペアード・ロングソード＋ 2）
ダメージ：1d8 ＋ 9（クリティカル：17 ＋ 2d6）
遠隔基礎攻撃：＋８（ロングボウ）
ダメージ：1d10 ＋ 3（射程 20/40）

種族的特長

身長：５ft.7in（170cm）
体重：138lb.（62kg）サイズ：中型
視覚：夜目
移動速度：５マス		
属性：善
言語：共通語、エルフ語
フェイ起源：クリーチャーの起源に関わる効果ではフェイである
と見なされる。
トランス：睡眠の代わりに 4 時間の瞑想を行なう。周囲の状況に
通常通り気づく。
フェイ・ステップ：遭遇毎のパワーとしてフェイ・ステップを使
用できる。

フェイ・ステップ
Fey Step ／フェイの一跳び

エラドリン／種族パワー

ただの一歩で、君はその場から消え失せ、別の場所に現れる。
［遭遇毎］✦［瞬間移動］
移動アクション
使用者
効果：６マスまでの瞬間移動を行なう。

無限回パワー

ヒット・アンド・ラン
Hit and Run ／一撃離脱

レンジャー／攻撃／ 1

怪物どもと正面から殴りあうのはファイターに任せておこう。
君の好むやり方は、敵に一発食らわせたら安全なところまで下が
るというものだ。
［無限回］✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 AC
ヒット：1d8＋9（クリティカル17＋2d6）。
効果：使用者がこの攻撃を行なった後、同じターンにおいて移動
を行なう場合、目標に隣接したマスからの1マス目の移動は目標
から機会攻撃を誘発しない。

ツイン・ストライク
Twin Strike ／二重攻撃

レンジャー／攻撃／ 1

最初の攻撃で殺せなくとも、2 回目がある。

［無限回］✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接または遠隔・武器
目標：クリーチャー 1体または2体
攻撃：＋12対AC、2回攻撃（ロングソード＋2）または＋8対AC、2
回攻撃（ロングボウ）
ヒット：主武器は1d8＋5（クリティカル13＋2d6）ダメージ、副武
器は1d8＋4（クリティカル12＋2d6）ダメージ。
ロングボウは1d10（クリティカル10）ダメージ
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オフハンド・ストライク（
『武勇の書』より）
Off-Hand Strike ／副武器攻撃
レンジャー／攻撃／ 1

君は副武器による素速い攻撃を繰り出す。

作成済みキャラクター レベル 7
名前

遭遇毎パワー

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
マイナー・アクション
近接・武器
必要条件：使用者は2つの近接武器を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 AC（副武器）
ヒット：1d8＋8（クリティカル：16＋2d6）ダメージ。

アンバランシング・パリイ
Unbalancing Parry ／平衡崩す受け流し
レンジャー／汎用／ 2

君は敵の攻撃を巧妙に防ぎ、その勢いを逸らして敵の体勢を崩し、
1 歩脇によろめかせる。
［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
即応・対応
近接・１
目標：1体の敵が使用者に対する1回の近接攻撃をミスする
効果：その敵を使用者に隣接するマスに3マス横すべりさせる。
使用者は次の自分のターンの終了時まで、その敵に対して戦術
的優位を得る。

ラフリング・スティング（
『武勇の書』より）
Ruffling Sting ／挑発の一刺し
レンジャー／攻撃／ 3

サソリのような鋭い突きを繰り出して敵を苛立たせ、一瞬の隙を
つくる。
［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
近接・武器
マイナー・アクション
必要条件：使用者は2つの近接武器を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 AC（副武器）
ヒット：1d8 ＋ 8（クリティカル：16 ＋ 2d6）
ダメージ。使用者が次
の自分のターン終了までの間に目標に対して再び近接攻撃を行
なう場合、目標は使用者に対して戦術的優位を与える。

ウィーヴ・スルー・ザ・フレイ
Weave through the Fray ／混戦を縫い進む
レンジャー／汎用／ 6

君は混戦をするりと抜け出す。どんな敵も君を 1 箇所に釘付けに
することなど不可能だ。
［遭遇毎］✦［武勇］
使用者
即応・割込
トリガー：1体の敵が使用者に隣接するマスへ移動する
効果：使用者は１マスシフトできる。

スウィーピング・ワールウィンド
Sweeping Whirlwind ／なぎ払う大旋風
レンジャー／攻撃／ 7

君は怒りに身を任せて周囲の敵たちを切り裂き、突き刺し、敵の
平衡を突き崩して脚を刈る。
［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
近接範囲・爆発1
標準アクション
必要条件：使用者は2つの近接武器を使用していなければならない。
目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：＋12 対 AC
ヒット：1d8 ＋ 9（クリティカル：17 ＋ 2d6）
ダメージ。使用者は目
標を 1 マス押しやり、目標は伏せ状態となる。

一日毎パワー

ジョーズ・オヴ・ザ・ウルフ
Jaws of the Wolf ／咬狼撃

レンジャー／攻撃／ 1

君は両腕の得物で敵の逃げ道を塞ぎ、さらけ出させた急所を狙う。
［一日毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
必要条件：使用者は2つの近接武器を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 AC の2回攻撃
ヒット：2d8＋9（クリティカル：25＋2d6）ダメージおよび2d8＋
8（クリティカル：24＋2d6）ダメージ。
ミス：攻撃1回ごとに半減ダメージ。
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アダプティヴ・アソールト（『武勇の書』より）
Adaptive Assault ／臨機応変な強襲
レンジャー／攻撃／ 5

君の素速い攻撃は、その時々で違った効果を与える。

［一日毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接または遠隔・武器
必要条件：使用者は近接武器2つ、または遠隔武器1つを使用して
いなければならない。
目標：クリーチャー 1体または2体
攻撃：＋12 対 AC の2回攻撃（近接；主武器および副武器）または
＋8対AC（遠隔）、2回攻撃。
ヒット：近接の場合、主武器は1d8＋9（クリティカル17＋2d6）ダ
メージ、副武器は1d8＋8（クリティカル16＋2d6）ダメージ。
遠隔の場合、攻撃1回につき1d10＋3ダメージ。両方の攻撃が同
一の目標にヒットした場合、目標は継続的ダメージ5を受けるか、
幻惑状態になるかのいずれかを被る（どちらもセーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ（攻撃ごとに）。

特技
《エラドリンの精兵》：すべてのスピア類への習熟を得る。また、
ロングソードとすべてのスピア類を用いてのダメージ・ロール
に＋ 2 の特技ボーナスを得る（適用済み）。
《追加 hp》：君は追加ヒット・ポイント 5 を得る（適用済み）。
《二刀流》：近接武器を両手に 1 つずつ持っている間、君は主武器
のダメージ・ロールに＋ 1 のボーナスを得る（適用済み）。
《二刀の守り》近接武器を両手に 1 つずつ持っている間、君は AC
と反応防御値に＋ 1 盾ボーナスを得る（適用済み）。
《鎧習熟：チェインメイル》：君はチェインメイルに習熟する。

装備品

防具：ヴェテランズ・ファインメイル＋ 2
武器：ペアード・ロングソード＋ 2、ロングボウ、アロー 30 本。
君のロングボウの射程は 20 ／ 40 である。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：

クラスの特徴
狩人の獲物：1 ターンに１度、1 回のマイナー・アクションとし
て自分に見える中でもっとも近い敵 1 体を自分の獲物に指定で
きる。
1 ラウンドに 1 回、君の攻撃が自分の獲物にヒットしたなら、
君はその攻撃に追加ダメージ＋ 1d6 を加えることができる。君
が 1 ラウンドに複数回の攻撃を行なえる場合、すべての攻撃ロー
ルを行なった後でどの攻撃に追加ダメージを適用するか決定す
ること。あるターンの開始時以降に一度 “ 狩人の獲物 ” による追
加ダメージを与えたなら、次の自分のターンの開始時までは再
度追加ダメージを与えることはできない。
“ 狩人の獲物 ” の効果は、その遭遇が終了するか、獲物が倒さ
れるか、君が新たな獲物を自分の獲物に指定するまで持続する。
同時に 2 体以上の敵を獲物に指定することはできない。
最接近射撃：君の攻撃の目標に対して、君よりその目標の近くに
いる君の味方が存在しないなら、その目標に対する遠隔攻撃ロー
ルに＋ 1 のボーナスを得る。
二刀流戦闘スタイル：主武器を使っていないほうの手で、すべて
の片手武器を副武器であるかのように使用することができる。
ボーナス特技として《追加 hp》を得る（適用済み）。

背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
所持金：240gp

魔法のアイテム

アイテムの一日毎パワー使用回数：□

マイルストーン□ / □ / □

ペアード・ロングソード＋２（武器スロット）*
パワー（［無限回］）：マイナー・アクション。武器を全く同じ 2
つの武器に分ける。一方を主武器側、一方を副武器側の手に現
れる。再度マイナー・アクションを使用することで、武器をひ
とつに戻すこともできる。使用者が《早抜き》の特技を取得し
ていれば、使用者は武器を分けたりひとつにしたりをフリー・
アクションで行なうことができる。
ヴェテランズ・ファインメイル＋ 2（鎧スロット）*
特性：アクション・ポイントを 1 点消費した際、さらに次の自
分のターンの終了時まですべての攻撃ロールと防御値に＋ 1 の
アイテム・ボーナスを得る。
アミュレット・オヴ・プロテクション＋ 2（首スロット）

能力値
【筋】18
【耐】13
【敏】16

判定修正値
＋７
＋４
＋６

能力値
【知】10
【判】13
【魅】10

判定修正値
＋３
＋４
＋３

ベルト・オヴ・ヴィゴー（腰スロット）
特性：使用者は回復力値に＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適
用済み）。
ヘッドバンド・オヴ・パーセプション

技能（能力値）
習得済み
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
○
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
○
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
○
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
○
〈地下探検〉【判】
〈治療〉【判】
○
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】
○

判定修正値
＋３
＋11
＋５
＋10
＋４
＋３
＋３
＋３
＋９
＋３
＋10
＋４
＋９
＋５
＋３
＋５
＋10

特性：〈知覚〉判定に＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適用済
み）*。
キャットステップ・ブーツ（足スロット）
特性：使用者が落下、あるいは飛び降りを行なった場合、使用
者は通常の落下ダメージの半分のみを受け、さらに常に（伏せ
状態となることなく）足から着地する。
パワー（［一日毎］）
：フリー・アクション。使用者が次に行なう〈軽
業〉判定、あるいは〈運動〉判定に＋ 5 のパワー・ボーナスを得る。
*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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ディスハートニング・ストライク（
『武勇の書』より）
Disheartening Strike ／肝っ玉潰し 
ローグ／攻撃／ 1

エルフ・ローグ
作成済みキャラクター レベル 7
名前

性別

ヒット・ポイント：５３
重傷：２６

回復力値：１４

イニシアチブ＋８

1 日の回復力使用回数：６
アクション・ポイント

防御値
ＡＣ

頑健

反応

意志

２２

１８

２２

１６

攻撃

近接基礎攻撃：＋ 11（LB・レイピア＋ 2）
ダメージ：1d8 ＋ 5（クリティカル：13 ＋ 1d8）
遠隔基礎攻撃：＋ 13（ダガー＋ 1）
ダメージ：1d4 ＋６（クリティカル：10）

種族的特長（修正等反映済み）
身長：５ft. ６in（167cm）
移動速度：７マス		
言語：共通語、エルフ語

体重：138lb.（62kg）サイズ：中型
視覚：夜目
属性：善

フェイ起源：クリーチャーの起源に関わる効果ではフェイである
と見なされる。
集団警戒：5 マス以内にいる、エルフ以外の味方すべての〈知覚〉
判定に＋ 1 の種族ボーナス。
荒れ地渡り：シフトを行なう際に移動困難な地形を無視できる。
エルヴン・アキュラシィ：君は遭遇毎パワーとしてエルヴン・アキュ
ラシィ を使用できる。

新たなキーワード：［威嚇］

君が〈威圧〉技能を修得済みで、［威嚇］キーワードを有するパワー
でヒットを与えたなら、目標は次の君のターンの終了時まで攻撃ロール
に -2 のペナルティを受ける。［恐怖］に対する完全耐性を有するクリー
チャーはこのペナルティを受けない。

傷を負わされたうえ、君の恐ろしさに怯えて敵はひるむ。
［無限回］
✦［威嚇］、［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・または遠隔・武器
必要条件：使用者は軽刀剣類、クロスボウ類、もしくはスリング類
を1つ使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 AC
ヒット：1d8＋7（クリティカル：15＋2d8）ダメージ（LBレイピア
＋2）。

遭遇毎パワー

トーチャラス・ストライク
Torturous Strike ／拷問打撃

ローグ／攻撃／ 1

タンブル
Tumble ／曲芸移動

ローグ／汎用／ 2

トプル・オーヴァー
ToppleOver ／突き倒し

ローグ／攻撃／ 3

イグノーブル・エスケイプ
Ignoble Escape ／卑劣な逃亡

ローグ／汎用／ 6

敵の体に突き刺さった刃をぐいと捻れば、敵に苦痛の悲鳴を上げ
させることができる。
［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 AC
ヒット：2d8＋10（クリティカル：26＋2d8）ダメージ。

君はとんぼをきって危地を脱出し、移動の隙に乗じた敵の攻撃も
皆避けてみせる
［遭遇毎］
✦［武勇］
移動アクション
使用者
効果：使用者は3マスのシフトを行なえる。

君は平衡感覚と慣性を生かした巧妙な一突きを繰り出し、敵を地
に這わせる。
［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋16 対 AC
ヒット：1d8＋7（クリティカル：15＋2d8）ダメージ（LBレイピア
＋2）。目標は伏せ状態になる。

君はいともたやすく次から次へと危険をすり抜ける。

エルヴン・アキュラシィ
Elven Accuracy ／エルフの正確さ

エルフ／種族パワー

君は瞬時に意識を集中し、注意深く敵に狙いを定めて、伝説にう
たわれた正確無比なエルフ流の攻撃を放つ。
［遭遇毎］
使用者
フリー・アクション
効果：1回の攻撃ロールを再ロールする。この再ロールには＋2の
ボーナスがつく。2回目の出目の方が悪い結果だったとしても、
2回目の結果を適用すること。

無限回パワー

ピアシング・ストライク
Piercing Strike ／貫通撃



ローグ／攻撃／ 1

針のような剣先が敵の鎧をすり抜け、肉に食い込む。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
必要条件：使用者は1つの軽刀剣類を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 反応
ヒット：1d8＋7（クリティカル：15＋2d8）ダメージ（LBレイピア
＋2）
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［遭遇毎］
✦［武勇］
移動アクション
使用者
前提条件：〈軽業〉を修得済みであること。
効果：使用者は自分の移動速度に等しいマス（7マス）のシフトを
行なえる。使用者が誰かにマークされた状態であるなら、その
状態は終了する。

インペリリング・ストライク
Imperiling Strike ／防御崩し

ローグ／攻撃／ 7

君の一撃は敵をぐらつかせ、守りに穴を生じさせる。

［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
前提条件：使用者は1つの軽刀剣類を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 頑健
ヒット：1d8＋7（クリティカル：15＋2d8）ダメージ（LBレイピア
＋2）。目標は使用者の次のターンの終了時までACと反応防御
値に－3のペナルティを負う。
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一日毎パワー

特技

イージー・ターゲット
Easy Target ／容易い的

ローグ／攻撃／ 1

君の一撃は敵をよろめかせ、次の攻撃の準備が整う。

［一日毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接または遠隔・武器
必要条件：使用者は軽刀剣類、クロスボウ類、もしくはスリング類
を1つ使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 AC
ヒット：2d8＋7（クリティカル：23＋2d8）ダメージ。目標は減速
状態となり、使用者に戦術的優位を与える。
（セーヴ・両方とも終了）。
ミス：半減ダメージ。目標は使用者の次のターンの終了時まで使
用者に戦術的優位を与える。

ダウンワード・スパイラル（『武勇の書』より）
Downward Spiral ／螺旋崩撃
ローグ／攻撃／ 5

君は武器を手に回転し、並みいる敵をなぎ倒す。

［一日毎］
✦［威嚇］、［武器］、［武勇］
標準アクション
近接範囲・爆発１
必要条件：使用者は軽刀剣類を1つ使用していなければならない。
目標：爆発の範囲内にいて使用者から見える敵すべて
攻撃：＋13 対 反応
ヒット：1d8＋7（クリティカル：15＋2d8）ダメージ（LBレイピア
＋2）。
効果：使用者は目標を“伏せ状態”にする。

クラスの特徴

判定修正値
＋6
＋3
＋8

技能（能力値）
習得済み
〈威圧〉【魅】
○
〈運動〉【筋】
○
〈隠密〉【敏】
○
〈軽業〉【敏】
○
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
○
〈地下探検〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
○
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

装備品
防具：ルアリング・ウィズドローアル・レザー・アーマー＋ 2。
武器：ラックブレード・レイピア＋ 2、ディスタンス・ダガー＋ 1（射
程 10 ／ 20）
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
盗賊道具：〈盗賊〉技能を適切に使うためには、適切なピック類や
かなてこ、合い鍵やクランプ金具などが必要である。盗賊道具
は錠前をこじ開けたり、罠を無力化したりするのに＋ 2 のボー
ナスを与える。このボーナスは上記の修正値には適用されてい
ない。
所持金：40gp

魔法のアイテム

腕っぷし無頼：君は急所攻撃のダメージに君の【筋力】修正値に
等しいボーナスを得る（適用済み）。
先制攻撃：君は各遭遇の開始時点で、その遭遇においてまだ 1 度
もアクションをとっていないクリーチャーすべてに対して戦術
的優位を得る。
ローグの武器の才：君はダガーを使用する際、攻撃ロールに＋ 1
のボーナスを得る（適用済み）。
急所攻撃：1 ラウンドに 1 回、1 体の敵に対して戦術的優位を有
しており、軽刀剣類、クロスボウ類、スリング類のいずれかの
分類に属する武器を使用している場合、君はその敵に対する攻
撃がヒットしたなら追加で＋ 2d8 ＋ 3 のダメージを与えること
ができる。
能力値
【筋】16
【耐】11
【敏】20

《エルフの正確さ》
：エルヴン・アキュラシィ のパワーを使用する際、
君は新たな攻撃ロールに＋ 2 のボーナスを得る。（適用済）
《背後からの一刺し》：君の “ 急所攻撃 ” のクラス特徴による追加
ダメージ・ダイスの種類は d6 から d8 に増加する（適用済み）
《武器習熟：レイピア》：レイピアに習熟する。
《連続急所攻撃アクション》**：君が追加のアクションを得るため
にアクション・ポイントを消費した時、すでにそのラウンドに
おいて “ 急所攻撃 ” による追加ダメージを与えていても、そのラ
ウンドに限ってもう 1 度だけ追加ダメージを与えることができ
る。

能力値
【知】10
【判】10
【魅】12

判定修正値
＋3
＋3
＋4

判定修正値
＋9
＋11
＋13
＋14
＋３
＋４
＋３
＋４
＋５
＋３
＋10
＋３
＋３
＋14
＋４
＋３
＋３

アイテムの一日毎パワー使用回数：□ マイルストーン□ / □ / □
ラックブレード・レイピア＋ 2（武器スロット）*
パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。行なったばかりの 1
回の攻撃ロールを再ロールできる。もし出目がより悪くとも、2
回目の値を使用しなければならない。
ディタンス・ダガー＋ 1（武器スロット）*
特性：武器の通常射程を 5 マス、長距離射程を 10 マス増加さ
せる（射程 10 ／ 20 になる）。
ルアリング・ウィズドローアル・レザー・アーマー＋ 2（鎧スロット）**
パワー（[ 一日毎 ]）
：即応・対応。トリガー： 敵が使用者に対す
る近接攻撃をミスする。効果：使用者は 1 マスシフトする。次に、
トリガーを発生させた敵を使用者が直前まで占めていた場所に
横滑りさせる。
アミュレット・オヴ・プロテクション＋ 2（首スロット）
アクロバット・ブーツ（脚部スロット）
特性：〈軽業〉判定に＋ 1 アイテム・ボーナス（適用済み）
パワー（［無限回］）：マイナー・アクション。伏せ状態から立ち
上がる。
ベルト・オヴ・ヴィゴー（腰スロット）
特性：使用者は回復力値に＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適
用済み）。
バーグラーズ・グラヴズ（両手スロット）
特性：〈盗賊〉判定に＋ 1 のアイテム・ボーナス（適用済み）。
*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。
**……『プレイヤーズ・ハンドブック II 第４版』所収のアイテム。
***……『武勇の書』所収。

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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ハーフリング・ウォーロック
作成済みキャラクター レベル 7
名前

性別

ヒット・ポイント：５４
重傷：２７

回復力値：１４

イニシアチブ＋８

1 日の回復力使用回数：７
アクション・ポイント

防御値
ＡＣ

頑健

反応

意志

２０

１６

１９

２１

セーヴィング・スロー修正
［恐怖］効果へのセーヴに＋ 5 の種族ボーナス

攻撃
近接基礎攻撃：＋５（ダガー）

ダメージ：1d4 － 1

遠隔基礎攻撃：＋ 12（エルドリッチ・ブラスト）
ダメージ：1d10 ＋ 9（クリティカル：19 ＋ 2d10）

種族的特長（修正等反映済み）
身長：４ft.（122cm）

体重：85lb.（39kg） サイズ：小型

移動速度：６マス		

視覚：通常

言語：共通語、ゴブリン語 属性：善
機敏な対応：君は機会攻撃に対する AC に＋ 2 の種族ボーナスを
得る。
セカンド・チャンス：君は遭遇毎パワーとしてセカンド・チャン
スを使用できる

セカンド・チャンス

Second Chance ／二度目の正直
ハーフリング／種族パワー
君は運と体の小ささを味方につけ、敵の攻撃をひらりとかわす。

［遭遇毎］
使用者
即応・割込
効果：使用者に対して1回の攻撃がヒットした際、敵にその攻撃
ロールを再ロールさせる。この再ロールには－2のペナルティ
がつく。再ロールの出目の方が低かったとしても、敵は再ロー
ルの結果を用いなければならない。

無限回パワー
アイバイト
Eyebite ／魔眼

ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 1

君が敵を睨みつけると、君の眼は一瞬だけまばゆく輝く。敵は君
の精神的な攻撃に身をよじり、君は敵の視界から消えうせる。
［無限回］
✦［精神］、［装具］、［秘術］、［魅了］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11 対 意志
ヒット：1d6＋7（クリティカル：13＋2d10）の［精神］ダメージ。
使用者の次のターンの開始時まで、使用者は目標に対して不可
視となる。

40

エルドリッチ・ブラスト
Eldritch Blast ／妖光一閃  ウォーロック（全）／攻撃／ 1

君は敵めがけて、パチパチと音を立てる漆黒の怪しげなエネル
ギーからなる光線を放つ。
［無限回］
✦［装具］、［秘術］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー１体
攻撃：＋12  対 反応
ヒット：1d10＋9（クリティカル：19＋2d10）ダメージ。

遭遇毎パワー

ウィッチファイアー
Witchfire ／妖炎

ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 1

君はフェイワイルドの神秘のエネルギーを用いてまぶしい白い
光を創り出し、それを敵の心身にぶつける。敵の目と口と手は銀
色の炎で覆われ、痛みによって思考も妨げられる。
［遭遇毎］
✦［装具］、［火］、［秘術］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー１体
攻撃：＋11  対 反応
ヒット：2d6＋7（クリティカル：19＋2d10）の［火］ダメージ。目
標は使用者の次のターンの終了時まで攻撃ロールに－5のペナ
ルティを被る。

イセリアル・ストライド
Ethereal Stride ／エーテル態歩行
ウォーロック ( 星 ) ／汎用／ 2

君の肉体は一瞬の間この世の位相を離れ、近距離の瞬間移動を行
なう。ふたたび現れた後も、少しのあいだ君の位相はずれたまま
であり、君を傷つけたり邪魔したりするのは難しい。
［遭遇毎］
✦［瞬間移動］、［秘術］
マイナー・アクション
使用者
効果：使用者は3マス瞬間移動する。さらに、使用者は次の自分の
ターンの終了時まですべての防御値に＋2のパワー・ボーナス
を得る。

エルドリッチ・レイン
Eldritch Rain ／妖光乱舞
ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 3

君は敵たちめがけて紫色の怪光線を放つ。

［遭遇毎］
✦［装具］、［秘術］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー 1体、または互いの距離が5マス以内であるク
リーチャー 2体
攻撃：＋11 対 反応、目標1体につき攻撃1回
ヒット：それぞれ1d10＋10（クリティカル：20＋2d10）ダメージ。

フェイ・スイッチ
Fey Switch ／フェイの入れ替わり
ウォーロック ( 星 ) ／汎用／ 6

君はフェイワイルドのとばりをくぐり、この世において仲間が
立っている位置に相当する位置に移動してからこの世に戻って
くる。君の仲間は瞬時にして君がもといた位置に運ばれる。
［遭遇毎］
✦［瞬間移動］、［秘術］
移動アクション
遠隔・10
目標：使用者および同意する味方1人
効果：使用者とその味方1人の位置が入れ替わる。

ニパシャン・サーペンツ
Nypacian Serpents ／ニパシャンの蛇
ウォーロック／攻撃／ 7

君はニパシャン・アウトランズの蛇の群の幻影をつくりだし、敵
を攻撃させる。

［遭遇毎］
✦［装具］、［毒］、［秘術］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー１体
攻撃：＋11 対 反応
ヒット：2d8＋7（クリティカル：23＋2d10）ダメージ。使用者の
次のターンの終了時までに目標が初めてダメージを受ける際、
目標はさらに6ポイントの追加［毒］ダメージを受ける。
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一日毎パワー

カース・オヴ・ザ・ダーク・ドリーム（『秘術の書』より）
Curse of the Dark Dream ／暗夢呪法
ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 1

君は敵に白昼の悪夢を送り込む。敵は現実と自分の精神の内にの
み存在するものとの区別がつかなくなり、ふらふらとよろめく。
妄想の中で崖っぷちから落ちそうになっているのか、はてまた幻
の大蛇から逃げようとしているのか。
［一日毎］
✦［精神］、［装具］、［秘術］、［魅了］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11 対 意志
ヒット：3d8＋7（クリティカル：31＋2d10）の［精神］ダメージ。
使用者は目標を3マス横すべりさせる。
維持・マイナー：攻撃の成否に関わらず、使用者は目標を1マス横
すべりさせる（セーヴ・終了）。

クラックリング・ファイアー（『秘術の書』より）
Crackling Fire ／爆ぜる炎
ウォーロック／攻撃／ 5

火と電撃の妖力の嵐が君から飛び出し、敵たちを傷つける。そし
て彼らをさらなる攻撃に対して弱体化させる。
［一日毎］
✦［装具］、［電撃］、［火］、［秘術］
標準アクション
近接範囲・噴射3
目標：噴射の範囲内にいるクリーチャーすべて
攻撃：＋11  対 反応
ヒット：2d8＋7（クリティカル：23＋2d10）［電撃］かつ［火］ダメー
ジ。目標は“［火］に対する脆弱性5”および“［電撃］に対する脆弱
性5”を得る（セーヴ・両方とも終了）。
ミス：半減ダメージ。

ウォーロックの呪い：1 ターンに 1 度、1 回のマイナー・アクショ
ンとして、君は自分から見えて君からもっとも近い敵 1 体に
“ ウォーロックの呪い ” をかけることができる。呪いをかけた敵
に君の攻撃がヒットしたなら、君は 1d8 の追加ダメージを与え
ることができる。君はダメージ・ロールを行なった後で追加ダ
メージを適用するかどうかを決めることができる。あるターン
の開始時以降に一度 “ ウォーロックの呪い ” による追加ダメージ
を与えたなら、次の自分のターンの開始時までは再度追加ダメー
ジを与えることはできない。
“ ウォーロックの呪い ” の効果は、その遭遇が終了するか、呪
われた敵のヒット・ポイントが 0 以下になるまで持続する。
君は 1 つの遭遇内で複数の目標にウォーロックの呪いをかけ
ることができる；1 体の目標に呪いをかけるごとに、1 回のマ
イナー・アクションが必要である。すでに他のキャラクターも
しくは自分自身の “ ウォーロックの呪い ” の作用を受けているク
リーチャーに呪いをかけることはできない。
契約の恩恵、霧歩き：君の “ ウォーロックの呪い ” を受けている
1 体の敵のヒット・ポイントが 0 以下になった時、君はフリー・
アクションとして即座に 5 マスの瞬間移動を行うことができる。
最接近射撃：君の攻撃の目標に対して、君よりその目標の近くに
いる君の味方が存在しないなら、その目標に対する攻撃ロール
に＋ 1 のボーナスを得る。
影歩き：君のターンにおいて、君がターンの開始時にいた場所か
ら少なくとも 3 マスは離れた位置に移動したなら、君の次のター
ンの終了時まで視認困難を得る。

判定修正値
＋２
＋４
＋４

判定修正値
＋13
＋２
＋４
＋６
＋３
＋８
＋４
＋８
＋３
＋６
＋３
＋３
＋３
＋11
＋13
＋11
＋６

特技
《イニシアチブ強化》：君はイニシアチブ判定に＋ 4 のボーナスを
得る（すでに適応済み）。
《ハーフリングの身のこなし》：ハーフリングのセカンド・チャン
ス 能力を使用すると、攻撃者は新たに行なう攻撃ロールに－ 2
のペナルティを受ける。（適用済）
《霧歩き強化》：“ 霧歩き ” によって行なえる瞬間移動の距離は 2 マ
ス分増える（適用ずみ）。
《装具練達：ロッド》*：ロッドを装具として用いた攻撃の攻撃ロー
ルに＋ 1 ボーナスを得る（適用済）。

装備品

クラスの特徴

能力値
【筋】8
12
【耐】
【敏】13

技能（能力値） 習得済み
〈威圧〉【魅】
○
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探検〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
○
〈はったり〉【魅】
○
〈魔法学〉【知】
○
〈歴史〉【知】

能力値
【知】16
10
【判】
【魅】20

判定修正値
＋６
＋３
＋８

防具：イレフュータブル・レザー・アーマー＋２。
武器：ダガー。投擲武器としてのダガーの射程は 5 ／ 10 である。
装具：ヴィシャス・ロッド＋２
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
盗賊道具：〈盗賊〉技能を適切に使うためには、適切なピック類や
かなてこ、合い鍵やクランプ金具などが必要である。盗賊道具
は錠前をこじ開けたり、罠を無力化したりするのに＋ 2 のボー
ナスを与える。このボーナスは上記の修正値には適用されてい
ない。
所持金：80gp

魔法のアイテム

アイテムの一日毎パワー使用回数：□ マイルストーン□ / □ / □
ヴィシャス・ロッド＋ 2（装具）
特性：使用者がこのロッドを用いて “ ウォーロックの呪い ” に
よるダメージを与えるたびに、d6 でなく d8 をロールする（適
用済）。
イレフュータブル・レザー・アーマー＋ 2（鎧スロット）
パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。使用者が意志防御値
に対する攻撃をミスしたときにこのパワーを使用する。鎧の強
化ボーナス（＋ 2）に等しい値のパワー・ボーナスを加算して、
攻撃ロールを再ロールすることができる。
イーグル・アイ・ゴーグルズ（頭スロット）
特性：遠隔基礎攻撃の攻撃ロールに＋ 1 のアイテム・ボーナス
を得る。（適用済み）。
ブレイサーズ・オヴ・ザ・パーフェクト・ショット（腕部スロット）
特性：使用者が遠隔基礎攻撃をヒットさせた際、そのダメージ・
ロールに＋ 2 のアイテム・ボーナスを得る。（適用済み）。
アミュレット・オヴ・プロテクション＋ 2（首スロット）
ベルト・オヴ・ヴィゴー（腰スロット）
特性：使用者は回復力値に＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適
用済み）。
*……『冒険者の宝物庫』所収。
**…『プレイヤーズ・ハンドブック 2』所収。

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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ドラゴンボーン・ウォーロード
作成済みキャラクター レベル 7
名前

性別

ヒット・ポイント：５５
重傷：２７

回復力値：１４

イニシアチブ＋５

1 日の回復力使用回数：８
アクション・ポイント

防御値
ＡＣ

頑健

反応

意志

２３

２１

１５

２０

抵抗：［死霊］に対する抵抗 5

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 12（インスパイアリング・ハルバード＋ 2）
ダメージ：1d10 ＋ 7（クリティカル：17 ＋ 2d6）
遠隔基礎攻撃：＋ 10（ジャヴェリン）ダメージ：1d6 ＋ 5

種族的特長（修正等反映済み）
身長：６ft. ４in（193cm） 体重：260lb.（118kg）サイズ：中型
視覚：通常
移動速度：５マス		
属性：無属性
言語：共通語、竜語
技能ボーナス：〈歴史〉＋ 2、〈威圧〉＋ 2（すでに適用済み）
ドラゴンボーンの怒り：君が重傷である間、攻撃ロールに＋ 1 の
種族ボーナスを得る。
ドラゴンの末裔：君の回復値は（最大ヒット・ポイントの 1/4 ＋
君の【耐久力】修正値）である（すでに適用済み）。
ドラゴン・ブレス：君はドラゴン・ブレス を遭遇毎のパワーとし
て使用できる。

ドラゴン・ブレス

Dragon Breath ／竜の吐息
ドラゴンボーン／種族パワー
君が雄叫びと共に口を大きく開くと、竜の血脈による恐るべき力
が口からふき出して敵たちを飲み込む。

［遭遇毎］
✦［電撃］
マイナー・アクション 近接範囲・噴射3または5
目標：噴射の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋10 対 反応
ヒット：1d6＋1［電撃］ダメージ。

無限回パワー
ウルフ・パック・タクティクス

Wolf Pack Tactics ／群狼戦術
ウォーロード／攻撃／ 1
一歩、また一歩、君と仲間たちの包囲の輪は狭まる。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
特殊：攻撃を行なう前に、使用者または目標に隣接する味方1人に
フリー・アクションとして1マスのシフトを行なわせることが
できる。
攻撃：＋12 対 AC
ヒット：1d10＋7（クリティカル：17＋2d6）ダメージ。
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フューリアス・スマッシュ

Furious Smash ／猛打
ウォーロード／攻撃／ 1
君は 1 体の敵を自分の盾で打ちのめし、武器の柄で殴り、あるいは
みぞおちに肩をめりこませる。君の攻撃は、敵をひどく傷つけは
しないものの、君の獰猛なる闘争心は確かに仲間に伝わる。

［無限回］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 頑健
ヒット：5ダメージ。使用者または目標に隣接する味方を1人選ぶ。
その味方は、目標に対する次の1回の攻撃において、攻撃ロール
とダメージ・ロールに＋4のパワー・ボーナスを得る。
その味方が次の自分のターンの終了時までに目標を攻撃しな
かった場合、このボーナスは失われる。

遭遇毎パワー
ハンマー・アンド・アンヴィル

Hammer and Anvil ／鎚と金床
ウォーロード／攻撃／ 1
君の攻撃によってけたたましい打撃音が鳴り響き、近くの仲間に
も攻撃を行うようせきたてる。
［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 反応
ヒット：1d10＋7（クリティカル：17＋2d6）ダメージ。目標に隣
接する味方1人はフリー・アクションとして目標に1回の近接基
礎攻撃を行なう。味方のその攻撃のダメージに＋4を加える。

インスパイアド・ベリジェレンス
（『武勇の書』
より）

Inspired Belligerence ／好戦的鼓舞
ウォーロード／汎用／ 2
仲間を率いて防御の穴を突き、君は敵に更なる報いを味合わせて
やる。

［遭遇毎］
✦［武勇］
マイナー・アクション
近接範囲・爆発5
目標：爆発の範囲内にいる、使用者あるいは味方1人に対して戦術
的優位を与えている敵1体。
効果：使用者の次のターン開始時まで、使用者の味方全員は、目標
に対して戦術的優位を得る。
鼓舞の威風：使用者の次のターン開始時まで、使用者の味方全
員は目標に対するダメージ・ロールに＋4を加える。

ウォーローズ・ストライク

Warlord's Strike ／ウォーロードの打撃 ウォーロード／攻撃／ 3
君の見る者をうならせる一撃は、敵の弱点をさらけ出し、仲間に
止めをさすよう誘いかける。

［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 AC
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d6）ダメージ。使用者の
次のターンの終了時まで、使用者の味方は皆、目標に対するダ
メージ・ロールに＋5のボーナスを得る。

サンダー・アーマー

Sunder Armor ／鎧破壊
ウォーロード／攻撃／ 7
君は敵の防御を見定め、敵の鎧に一時的な穴を生じさせるべく攻
撃を行なう。

［遭遇毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体。
攻撃：＋12 対 AC
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d6）ダメージ。使用者の
次のターンの終了時まで、目標に対する攻撃ロールはすべて、出
目が18 ～ 20でクリティカル・ヒットとなる。
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一日毎パワー
フィアレス・レスキュー（『武勇の書』
より）

Fearless Rescue ／恐れ知らずの救援
ウォーロード／攻撃／ 1
仲間の 1 人が倒れた。君は自身のことを顧みず、相手に報いをく
れてやるため殺到する。その勇敢さが戦友を奮い立たせ、戦い続
けさせる。

［一日毎］
✦［回復］、［武器］、［武勇］
即応・対応 近接・武器
トリガー：使用者から5マス以内にいる敵1体が味方1人のhpを0
以下に減少させる。
目標：トリガーを発生させた敵
効果：使用者は攻撃の前に、目標に攻撃を行える、自分から一番近
いマスへと移動できる。
攻撃：＋13 対 AC
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d6）ダメージ。
効果：その味方は1回ぶんの回復力を消費することができ、さら
に使用者が目標に向かう移動で誘発した機会攻撃の回数ごとに
追加で1d6のヒット・ポイントを回復する。

ターニング・ポイント

Turning Point ／回天
ウォーロード／攻撃／ 5
時機を得た一撃により、敵は守りが甘くなり、君または仲間の 1 人
に苦難を振り払う余裕が生じる。

［一日毎］
✦［武器］、［武勇］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 AC
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d6）ダメージ。使用者ま
たは使用者から5マス以内の味方1人は1回のセーヴィング・ス
ローを行なう。
ミス：使用者または味方1人は、目標が発生させた、セーヴによ
り終了させられる効果1つに対して1回のセーヴィング・スロー
を行なう。

スタンド・タフ

Stand Tough ／堅忍不抜
ウォーロード／攻撃／ 6
君の二言三言が仲間たちに勇気を与え、打たれ強くなる。

［一日毎］
✦［治癒］、［武勇］
マイナー・アクション
近接範囲・爆発5
目標：使用者および爆発の範囲内の味方すべて。
効果：すべての目標は14ヒット・ポイントを回復する。

クラス特徴
インスパイアリング・ワード：1 遭遇につき 2 回、マイナー・アクショ
ンとしてインスパイアリング・ワード のパワーを使用できる。
鼓舞の威風：君から見える味方 1 人が追加のアクションを得るた
めにアクション・ポイントを使用した際、その味方はヒット・
ポイントを７ポイント回復する。
戦闘指揮官：君自身および君から 10 マス以内にいて君の姿を見、
声を聞くことができるすべての味方は、イニシアチブ判定に＋ 2
のパワー・ボーナスを得る。（未適用）

インスパイアリング・ワード

Inspiring Word ／鼓舞の言葉
ウォーロード／クラス特徴
君は傷ついた味方に声をかけ、勇気と決意を鼓舞する言葉によっ
て傷を癒す手伝いをする。

［遭遇毎］（特殊）
✦［治癒］、［武勇］
特殊：このパワーは1回の遭遇につき2回使用できるが、1ラウン
ドには1回しか使用できない。
マイナー・アクション 近接範囲・爆発5
目標：使用者または爆発の範囲内にいる味方１人
効果：目標は1回ぶんの回復力を消費して通常よりも2d6＋４ポイ
ント多くヒット・ポイントを回復することができる。
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能力値
【筋】20
【耐】13
【敏】10

判定修正値
＋８
＋４
＋３

技能（能力値）
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探険〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

能力値
【知】10
【判】8
【魅】18
習得済み
○
○

○

○

判定修正値
＋３
＋２
＋７
判定修正値
＋14
＋14
＋3
＋3
＋2
＋7
＋4
＋7
＋2
＋3
＋2
＋2
＋7
＋3
＋7
＋3
＋10

特技

《救援鼓舞》：インスパイアリング・ワード を使用する際、君はこ
のパワーが追加で回復させる回復量のダイスをすべて放棄する
代わりに、目標に 1 回のセーヴィング・スローを行なわせるこ
とができる。
《ドラゴン・ブレス範囲拡大》：ドラゴン・ブレス のパワーを使用
する際、君はその範囲を “ 噴射 3” ではなく、“ 噴射 5” にするこ
とができる。
《鎧習熟：スケイル》：君はスケイル・アーマーに習熟する。
《インスパイアリング・ワード強化》**：インスパイアリング・ワー
ド によって回復するヒット・ポイントの量に君の【魅力】修正
値（＋ 4）を加える（適用済み）

装備品
防具：ドレイクスケイル・アーマー・オヴ・レジスタンス＋ 2
武器：インスパイアリング・ハルバード＋ 2、ジャヴェリン× 3 本。
君のジャヴェリンの射程は 10 ／ 20 である。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
所持金：120gp

魔法のアイテム

アイテムの一日毎パワー使用回数：□マイルストーン□ / □ / □
インスパイアリング・ハルバード＋ 2（武器スロット）*
パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。次の使用者のター
ンの終了時まで、使用者に隣接するすべての味方は、ダメージ・
ロールに武器の強化ボーナス（＋ 2）に等しいパワー・ボーナス
を得る。
ドレイクスケイル・アーマー・オヴ・レジスタンス＋ 2（鎧スロット）
特性：使用者は［死霊］に対する抵抗 5 を得る。
ガントレッツ・オヴ・オーガ・パワー：（両手スロット）
特性：
〈運動〉の判定、および【筋力】の能力値判定（ただし、
【筋力】
による攻撃は除く）に対して＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適
用済）。
パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。使用者が敵に対して
近接攻撃をヒットさせた時に使用する。そのダメージ・ロール
に＋ 5 のパワー・ボーナスを加える。
アミュレット・オヴ・プロテクション＋ 2（首スロット）
サークレット・オヴ・セカンド・チャンシズ（頭スロット）
パワー（［一日毎］）
：アクションではない。使用者がセーヴィング・
スローに失敗した時にこのパワーを使用できる。そのセーヴィ
ング・スローを再ロールできるが、たとえ出目がより低くても、
再ロールした値を使用しなければならない。
*……『冒険者の宝物庫』所収。
**…『武勇の書』所収

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc.
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ハーフエルフ・パラディン
名前

性別

ヒット・ポイント：６４
回復力値：１６

イニシアチブ＋３

1 日の回復力使用回数：１１
アクション・ポイント

防御値
ＡＣ

頑健

反応

意志

２５

１６

１７

２０

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 13（レックレス・バスタード・ソード＋２）
ダメージ：1d10 ＋７（クリティカル：17 ＋ 2d8）
遠隔基礎攻撃：＋５（ジャヴェリン） ダメージ：1d6 ＋１

種族的特長（修正等反映済み）
身長：5ft.11in（180cm） 体重：160lb.（72.5kg） サイズ：中型
視覚：夜目

言語：共通語、始原語、エルフ語

属性：無属性

集団交渉術：君から 10 マス以内にいる君の仲間は〈交渉〉判定
に＋ 1 の種族ボーナスを得る。
見よう見まね：自分のクラス以外の 1 レベル［無限回］攻撃パワー
を、
［遭遇毎］パワーとして使用できる（ソーサラーのバーニング・
スプレー を選択済み）。

無限回パワー
エンフィーブリング・ストライク

Enfeebling Strike ／腕痺れさす打撃
君の猛烈な武器攻撃は敵の力を弱める。

パラディン／攻撃／ 1

［無限回］
✦［信仰］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 AC
ヒット：1d10＋7（クリティカル：17＋2d8）ダメージ。
使用者が目標をマークしているなら、目標は使用者の次のター
ンの終了時まで攻撃ロールに－2のペナルティを被る。

ボルスタリング・ストライク

Bolstering Strike ／賦活打撃
パラディン／攻撃／ 1
君は敵を容赦もためらいもなく攻撃し、君の正しさには信仰の活
力という報いが与えられる。
［無限回］
✦［信仰］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 AC
ヒット：1d10＋7（クリティカル：17＋2d8）ダメージ。使用者は
一時的ヒット・ポイント＋3を得る。
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［遭遇毎］✦［装具］、［火］
標準アクション
近接範囲・噴射3
目標：噴射の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋８ 対 反応
ヒット：1d8＋5の［火］ダメージ。

シールディング・スマイト

Shielding Smite ／盾なる一撃
パラディン／攻撃／ 1
君が得物を振るうと、1人の仲間の前に透明な金色の盾が出現する。

［遭遇毎］
✦［信仰］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 AC
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d8）ダメージ。
効果：使用者の次のターンの終了時まで、使用者から5マス以内に
いる味方1人はACに＋3パワー・ボーナスを得る。

抵抗：すべてのダメージに対する抵抗 1

移動速度：５マス		

バーニング・スプレー（『プレイヤーズ・ハンドブックII』より）
Burning Spray ／炎飛沫
ソーサラー／攻撃／ 1
君は腕で大きく円弧を描き、敵に液状の炎を浴びせかける。

作成済みキャラクター レベル 7

重傷：３２

遭遇毎パワー

インヴィゴレイティング・スマイト

Invigorating Smite ／活力もたらす一撃
パラディン／攻撃／ 3
君が敵に得物を叩きつけると、突如、君と仲間たちは信仰の力に
よって活力を与えられたのを感じる。

［遭遇毎］
✦［信仰］、［治癒］、［武器］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 意志
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d8）ダメージ。使用者が
重傷なら、使用者は９ヒット・ポイントを回復する。
使用者から５マス以内にいる重傷の味方すべても、９ヒット・
ポイントを回復する。

ビナイン・トランスポジション

Benign Transposition ／捨身の位置交換 パラディン／攻撃／ 7
君は己が神格の力を呼び起こして 1 人の仲間と位置を入れ替え、
移動先の近くにいる敵を攻撃する。

［遭遇毎］
✦［瞬間移動］、［信仰］、［武器］
標準アクション
近接・武器
1次目標：使用者から、3マスまでの範囲内にいる味方1人
効果：使用者と目標は位置が入れ替わる。その後、敵が使用者の
近接攻撃の間合いの範囲内にいるなら、使用者はその敵に対し
て1回の2次攻撃を行なう。
2次目標：敵1体
2次攻撃：＋13 対 AC
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d8）ダメージ。

一日毎パワー
レイディアント・デリリウム

Radiant Delirium ／惑乱の煌めき
パラディン／攻撃／ 1
君は敵をいく筋もの焼け付くような光で包み込む。

［一日毎］
✦［光輝］、［信仰］、［装具］
標準アクション 遠隔・5
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋10 対 反応
ヒット：3d8＋7（クリティカル：31＋2d6）の［光輝］ダメージ。目
標は使用者の次のターンの終了時まで幻惑状態となる。
さらに、目標はACに－2のペナルティを受ける（セーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ。目標は使用者の次のターンの終了時まで幻
惑状態となる。
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Martyr's Blessing ／殉教者の祝福
パラディン／汎用／ 2
隣接する仲間が攻撃を受けるとき、君はこれをかばって身を投げ
出す。

［一日毎］
✦［信仰］
即応・割込
近接範囲・爆発1
目標：クリーチャー 1体
トリガー：隣接する味方１人に対する1回の近接または遠隔攻撃
がヒットする
効果：使用者が代わりにその攻撃を受ける。

ハロウド・サークル

Hallowed Circle ／清浄の円
パラディン／攻撃／ 5
君が片手を一振りすると、ほのかに輝く印状の大きな輪が現れる。
この円は敵には害をなし、中の味方を護る。
［一日毎］
✦［区域］、［信仰］、［装具］
標準アクション
近接範囲・爆発３
目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：＋10 対 反応
ヒット：2d6＋7（クリティカル：19＋2d6）ダメージ。
効果：爆発の範囲内はこの遭遇の終了時まで“明るい”光に照らさ
れた区域となる。使用者およびその味方は、この区域内にいる
限りすべての防御値に＋1のパワー・ボーナスを得る。

ラス・オヴ・ザ・ゴッズ

Wrath of the Gods ／神々の怒
パラディン／汎用／ 8
信仰の光が後光となって君から放たれる。君と近くの仲間たちは
断固たる決意を持って敵たちを打ち倒す。

［一日毎］
✦［信仰］
マイナー・アクション
近接範囲・爆発１
目標：使用者および爆発の範囲内の味方すべて
効果：この遭遇の終了時まで、目標のダメージ・ロールに＋5を加
える。

クラス特徴

チャネル・ディヴィニティ：君はこの特殊な信仰のパワーを 1 回
の遭遇につき 1 回使用できる。
ディヴァイン・チャレンジ：君は無限回のパワーとしてディヴァイ
ン・チャレンジ を使用できる。
レイ・オン・ハンズ：1 日に 3 回、マイナー・アクションとして、
君はレイ・オン・ハンズ のパワーを使用できる。

レイ・オン・ハンズ

Lay on Hands ／癒しの手
パラディン／クラス特徴
君の信仰心溢るる手は、瞬時に傷を癒す。

［無限回］（特殊）
✦［信仰］、［治癒］
特殊：このパワーは1日に3回だけ使用できる。
マイナー・アクション 近接・接触
目標：クリーチャー 1体
効果：使用者は1日の回復力使用回数を1回使用するが、使用者本人の

ヒット・ポイントは回復しない。その代わり、目標は1回分の回復力を
使用したかのようにヒット・ポイントを回復する。このときの回復量
は普段よりも６点多くなる。このパワーを使用するためには、使用者
の1日の回復力使用回数が少なくとも1回分残っていなければならな
い。

チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・ストレンクス

Channel Divinity：Divine Strength ／神性伝導：信仰の力
パラディン／クラス特徴
君は己が神格に、敵を打ち倒す信仰の力を懇請する。
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チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・メトル

Channel Divinity：Divine Mettle ／神性伝導：信仰の奮起
パラディン／クラス特徴
君の、己が神格への揺るぎなき信仰心が、近くのクリーチャーに
己を苛む苦難に抵抗する力を与える。

［遭遇毎］
✦［信仰］
マイナー・アクション 近接範囲・爆発10
目標：爆発の範囲内にいるクリーチャー 1体
効果：目標は1回のセーヴィング・スローを行なう。このロール
には＋５のボーナスがつく。

ディヴァイン・チャレンジ

Divine Challenge ／信仰の標的
パラディン／クラス特徴
君は雄々しく近くの敵に立ち向かい、君の挑戦を無視する者を信
仰の光で焼き焦がす。

［無限回］
✦［光輝］、［信仰］
マイナー・アクション 近接範囲・爆発5
目標：爆発の範囲内にいるクリーチャー 1体
効果：使使用者は目標を“マーク”する。目標がすでに他のクリーチャー

にマークされているなら、使用者の“マーク”の効果がそれを上書きし、
既存の“マークされた状態”の効果は終了する。使用者が別の目標にこ
のパワーを使用するか、使用者が目標と交戦する（下記参照）のに失敗
するまで、目標は“マークされた状態”のままである。あるクリーチャー
をマークできるのは常に1人だけである。同じクリーチャーが別の相
手から新たにマークされたなら、既存の“マークされた状態”の効果は
終了する。
使用者にマークされている目標は、使用者を目標に含まない攻撃の攻
撃ロールに－2のペナルティを負う。また、使用者を目標に含まない攻
撃を行なうと、目標は8点の［光輝］ダメージを受ける。このダメージは
1ターンにつき1回しか発生しない。
使用者は自分のターン中、マークした目標と交戦するか、さもなくば別
の目標をマークしなければならない。目標と“交戦”したとみなされる
ためには、使用者は目標に攻撃を行なうか、目標に隣接した状態で自分
のターンを終えねばならない。使用者のターンの終了時にどちらの条
件も満たされていない場合、目標の“マークされた状態”は終了し、
使用
者は次の自分のターンにディヴァイン・チャレンジ を使用することが
できなくなる。

ディヴァイン・チャレンジ は1ターンに1回だけ使用できる。

能力値
【筋】12
【耐】13
【敏】10

判定修正値
＋４
＋４
＋３

技能（能力値）
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探険〉【判】
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】

能力値
【知】8
【判】16
【魅】20
習得済み

○
○

○
○

判定修正値
＋２
＋６
＋８
判定修正値
＋８
±０
－１
－１
＋13
＋15
±０
＋８
＋６
＋７
＋６
＋６
＋11
－１
＋８
＋２
＋２

［遭遇毎］
✦［信仰］
マイナー・アクション 使用者
効果：使用者がこのターンに行なう次の1回の攻撃は、＋1の追加
ダメージを与える。
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特技
《癒しの手》：君がレイ・オン・ハンズのパワーを使用した際、目標
が回復するヒット・ポイントの量は＋ 5 増加する（適用済）。
《怒涛のアクション》：アクション・ポイントを消費することで得た
アクションの間、君は自分の行なう攻撃ロールに＋ 3 のボーナ
スを得る。
《武器習熟：バスタード・ソード》
：バスタード・ソードに習熟する。
《近接戦訓練》**：近接基礎攻撃を行なう際、【筋力】の代わりに別
の能力値を使用できる（【魅力】を選択）。

装備品
防具：ライムファイアー・プレート・アーマー＋２、へヴィ・シー
ルド
武器：レックレス・バスタード・ソード＋２、ジャヴェリン 3 本。
君のジャヴェリンの射程は 10 ／ 20 である。
装具：シンボル・オヴ・シールディング＋２
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
所持金：280gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□

マイルストーン□/□/□

レックレス・バスタード・ソード＋ 2（武器スロット）*
パワー（［遭遇毎］）：フリー・アクション。隣接する敵に対して
近接攻撃を行なう前に、このパワーを使用できる。使用者はそ
の攻撃のダメージ・ロールに対して武器の強化ボーナスの 2 倍（＋
4）のパワー・ボーナスを得るが、次の自分のターンの終了時ま
で AC に－ 2 のペナルティを負う。
シンボル・オヴ・シールディング＋ 2*
パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。このパワーは使用者
がこの聖印を用いた攻撃をヒットさせた時に使用できる。使用
者あるいは使用者から 2 マス以内の味方 1 体は、次の使用者の
ターンの終了時まで、AC および反応防御値に＋ 2 のパワー・ボー
ナスを得る。
サークレット・オヴ・セカンド・チャンシズ（頭スロット）
パワー（［一日毎］）
：アクションではない。使用者がセーヴィング・
スローに失敗した時にこのパワーを使用できる。そのセーヴィ
ング・スローを再ロールできるが、たとえ出目がより低くても、
再ロールした値を使用しなければならない。
ライムファイアー・プレート・アーマー＋ 2（鎧スロット）
ヒーラーズ・ブローチ＋ 1（首スロット）*
特性：使用者が自分自身あるいは味方にヒット・ポイントを回
復させるパワーを使用する時、回復するヒット・ポイントの値
にブローチの強化ボーナス（＋ 1）を加算する（適用済み）。
*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。
*……『プレイヤーズ・ハンドブック 2』所収。
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ティーフリング・ウィザード

名前

性別

1 日の回復力使用回数：７
アクション・ポイント

防御値
ＡＣ

頑健

反応

意志

２２

１６

２０

１８

アイシー・テレイン
Icy Terrain ／凍る大地

［遭遇毎］
✦［装具］、［秘術］、［冷気］
標準アクション
遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋11  対 反応
ヒット：1d6 ＋ 7（クリティカル：13 ＋ 2d6）の［冷気］
ダメージ。目標
は伏せ状態になる。
効果：このパワーの効果範囲内は、使用者の次のターンの終了時
まで移動困難な地形となる。使用者はこの効果を1回のマイ
ナー・アクションで終了させることができる。

ジャンプ
Jump ／跳躍

抵抗［火］８

ウィザード／汎用／ 2

君または別のクリーチャーは突然、途方もない距離を飛び越える。

攻撃
ダメージ：1d4 － 1

近接基礎攻撃：＋５（ダガー）

遠隔基礎攻撃：＋ 11（マジック・ミサイル）対 反応
ダメージ：2d4 ＋９（クリティカル 17 ＋ 2d6）

種族的特長（修正等反映済み）
身長：５ft. ８in（172cm）
移動速度：６マス		

体重：160lb.（72kg）サイズ：中型
視覚：夜目

言語：共通語、竜語
属性：無属性
手負い狩り：重傷の敵に対する攻撃ロールに＋ 1 の種族ボーナス。
インファーナル・ラス：君は遭遇毎パワーとしてインファーナル・
ラス を使用できる。

インファーナル・ラス
Infernal Wrath ／地獄の怒り

ティーフリング／種族パワー

君は自分の激しやすい性質を駆り立てることによって敵を傷つ
ける可能性を増大させる。

［遭遇毎］
マイナー・アクション
使用者
効果：自分の1つ前のターン以降に自分に攻撃をヒットさせた1体
の敵に対する次の1回の攻撃ロールに＋1のパワー・ボーナス
を得る。この攻撃がヒットし、ダメージを与えるなら、さらに＋
1の追加ダメージを与える。

マジック・ミサイル
Magic Missile ／魔法の矢

［遭遇毎］
✦［秘術］
移動アクション
遠隔・10
目標：使用者またはクリーチャー 1体
効果：目標はフリー・アクションとして、跳躍のための〈運動〉判
定を1回行なう。この判定には＋10のパワー・ボーナスがつく。
助走を行なったかのように判定結果から跳躍距離を求め、目標
はその距離だけ移動する。

ピニオニング・ヴォーテクス（
『秘術の書』より）
Pinioning Vortex ／封縛竜巻
ウィザード／攻撃／ 3

小型の竜巻がうなりを上げて前方の敵を乱打し、空中へとさらう。
［遭遇毎］
✦［装具］、［秘術］
標準アクション
遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11  対 頑健
ヒット：2d6 ＋ 7（クリティカル：19 ＋ 2d6）
ダメージ。使用者は目標
を垂直方向に 10フィート
（2 マス）横滑りさせる。目標は次の自
分のターンの開始時まで空中に留まっている。空中にいる間、
目標は“幻惑状態”および“動けない状態”となり、使用者とその
味方に戦術的優位を与える。目標は次の自分のターンの開始
時に、かつて占めていた足元のマスか、そこが何者かに占めら
れている場合にはもっとも近い何ものにも占められていない
マスへと着地する。

ツイスト・オヴ・スペース
Twist of Space ／空間の織り直し

 ウィザード／攻撃／ 1

君は敵めがけて力場製の銀色の矢を放つ。

［無限回］
✦［装具］、［秘術］、［力場］
標準アクション
遠隔・20
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11 対 反応
ヒット：2d4＋9（クリティカル：17＋2d6）の［力場］ダメージ。
特殊：このパワーは遠隔基礎攻撃として使用できる。

［遭遇毎］◆［瞬間移動］、［装具］、［秘術］
標準アクション
遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋11 対 意志
ヒット：1d6＋7ダメージ（クリティカル：13＋2d6）。
目標は3マス瞬間移動させられ、使用者の次のターンの終了時ま
で“減速状態”となる。（『秘術の書』より）

一日毎パワー（攻撃パワーはどちらか一つを選択する）
スリープ
Sleep ／睡眠

スコーチング・バースト
Scorching Burst ／灼熱の爆発

ウィザード／攻撃／ 7

君は空間の生地を折り曲げ、たたんで、敵勢を戦場のあちらこち
らに追い散らす。

無限回パワー

 ウィザード／攻撃／ 1

金色の炎が垂直な火柱となり、中のものすべてを焼き尽くす。

［無限回］
✦［装具］、［火］、［秘術］
標準アクション
遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋12 対 反応
ヒット：1d6＋8（クリティカル：14＋2d6）の［火］ダメージ。
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ウィザード／攻撃／ 1

君は氷の吐息と共に秘術の言葉を紡ぎ、地表に不確かな氷の層を
生じさせて敵たちの邪魔をする。

作成済みキャラクター レベル 7

ヒット・ポイント：４６
重傷：２３ 回復力値：１１
イニシアチブ＋１０

遭遇毎パワー（汎用パワーはどちらか一つを選択）

ウィザード／攻撃／ 1

君は敵たちに自らの意志の力を及ぼし、魔法的な疲労感で押し潰
そうとする。

［一日毎］
✦［催眠］、［装具］、［秘術］
標準アクション
遠隔範囲・爆発2・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋11 対 意志
ヒット：目標は減速状態となる（セーヴ・終了）。このパワーに対
する1回目のセーヴィング・スローに失敗した目標は気絶状態
となる（セーヴ・終了）。
ミス：目標は減速状態となる（セーヴ・終了）。

第二話「小夜啼鳥と海馬」
フレイミング・スフィアー
Flaming Sphere ／炎の球体

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

ウィザード／攻撃／ 1

君は転がりまわる炎の球体を作り上げ、その行き先を自由にあや
つる。
［一日毎］
✦［装具］、［創造］、［火］、［秘術］
標準アクション
遠隔・10
効果：使用者は中型サイズの炎の球体を1つ創造する。この球体
は射程内のマス1つを占め、目標を攻撃する。炎の球体に隣接し
た状態で自分のターンを開始したすべてのクリーチャーは（1d4
＋8）の［火］ダメージを受ける。使用者は1回の移動アクション
としてこの球体を6マスまで移動させることができる。
目標：炎の球体に隣接するクリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 反応
ヒット：2d6＋8（クリティカル：20＋2d6）の［火］ダメージ。
維持・マイナー：使用者はこのパワーをこの遭遇の終了時まで維
持することができる。使用者は1回の標準アクションとして、
炎の球体にもう1回攻撃を行なわせることができる。

エクスペディシャス・リトリート
Expeditious Retreat ／迅速退却

ウィザード／汎用／ 2

君がすみやかに戦場から退却する間、君の姿はぼやけてよく見え
なくなる。
［一日毎］
✦［秘術］
移動アクション
使用者
効果：使用者は自分の移動速度の2倍までのシフトを行なう。

グリッターダスト（『秘術の書』より）
Glitterdust ／煌砂
ウィザード／攻撃／ 5

君は付近のすべてのクリーチャーの前に、閃光と輝く光を残す黄
金の塵を呼び出す。塵は神秘的な輝きによって火花を散らす。

［一日毎］
✦［光輝］、［装具］、［秘術］
標準アクション
遠隔範囲・爆発1・20マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋11 対 反応
ヒット：1d10＋7の［光輝］ダメージ。目標は、使用者の次のターン
の終了時まで“盲目状態”となる。
効果：目標は視認困難や不可視化による利益を得ることができず、
隠れることもできない（セーヴ・終了）。

ファイアーボール
Fireball ／火球

ウィザード／攻撃／ 5

君の手の中に橙色の火の玉が現れる。君がそれを敵に投げつける
と、火の玉は落下地点で爆発する。
［一日毎］
✦［装具］、［火］、［秘術］
標準アクション
遠隔範囲・爆発3・20マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋12 対 反応
ヒット：3d6＋8（クリティカル：26＋2d6）の［火］ダメージ。
ミス：半減ダメージ。

ウォール・オヴ・フォッグ
Wall of Fog ／霧の壁

ウィザード／汎用／ 6

君は灰色の霧が渦巻く壁を作り出し、視界を遮る。

［一日毎］
✦［創造］、［秘術］
標準アクション
遠隔範囲・壁状8・10マス以内
効果：使用者は秘術の霧で覆われた一続きのマスからなる壁を創
造する。この壁は使用者の次のターンの終了時まで持続する。
壁の長さは8マスまで、高さは4マスまでである。霧の壁はその
中にいるクリーチャーに遮蔽を提供し、視線を遮る。
維持・マイナー：壁が持続する。

ディメンジョン・ドア
Dimension Door ／次元扉

ウィザード／汎用／ 6

君は目の前の空中に戸口を描き、その門に踏み入り、近くの別の
場所に現れる。

［一日毎］
✦［瞬間移動］、［秘術］
移動アクション
使用者
効果：使用者は10マス瞬間移動する。他のクリーチャーを一緒に
移動させることはできない。

能力値
【筋】8
【耐】12
【敏】16

判定修正値
＋2
＋4
＋6

技能（能力値）
習得済み
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
○
〈宗教〉【知】
〈知覚〉【判】
〈地下探検〉【判】
○
〈治療〉【判】
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
○
〈歴史〉【知】
○

能力値
【知】20
【判】11
【魅】12

判定修正値
＋8
＋3
＋4

判定修正値
＋４
＋２
＋８
＋６
＋３
＋４
＋４
＋４
＋８
＋８
＋３
＋８
＋３
＋６
＋６
＋13
＋13

特技
《イニシアチブ強化》：君はイニシアチブ判定に＋ 4 のボーナスを
得る（適用済）。
《儀式取得者》：儀式を執行できる。
《地獄の業火の血統》：君は［火］あるいは［恐怖］のキーワード
を有するパワーを使用する際の攻撃ロールとダメージ・ロール
に＋ 1 の特技ボーナスを得る（適用済）。
《鎧習熟：レザー》：君はレザー・アーマーに習熟している。
《装具熟達：ワンド》**：ワンドを用いた攻撃の攻撃ロールに＋ 1
ボーナスを得る（適用済）。

装備品
防具：ヴェテランズ・レザー・アーマー＋２。
武器：ワンド・オヴ・シールド＋ 2、ダガー
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：
背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
呪文書
レシデュウム：任意の儀式の構成要素（300gp 相等）
所持金：40gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□ マイルストーン□ / □ / □
ワンド・オヴ・シールド＋ 2（武器スロット）
パワー（［一日毎］◆［秘術］）：即応・割込。シールド呪文を使
用できる。トリガー： 使用者に対する 1 回の攻撃がヒットする。
効果： 使用者の次のターンの終了時まで、使用者は AC と反応防
御値に＋ 4 のパワー・ボーナスを得る。
ヴェテランズ・レザー・アーマー＋ 2（鎧スロット）*
特性：アクション・ポイントを 1 点消費した際、さらに次の自
分のターンの終了時まですべての攻撃ロールと防御値に＋ 1 の
アイテム・ボーナスを得る。
アミュレット・オヴ・プロテクション＋ 2（首スロット）
ブレイサーズ・オヴ・ザ・パーフェクト・ショット（腕部スロット）
特性：使用者が遠隔基礎攻撃をヒットさせた際、そのダメージ・
ロールに＋ 2 のアイテム・ボーナスを得る。既に適用済み。
グラヴズ・オヴ・ピアシング（両手スロット）
パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。この遭遇の終了時
まで、使用者の行なう攻撃は 10 以下の抵抗をすべて無視する。
*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。
**……『プレイヤーズ・ハンドブック 2』所収。
（裏にクラス特徴が記載されています。）
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クラスの特徴
初級呪文：君はいくつかの初歩的な呪文を無限回のパワーとして
使用できる。くわしくは PHB を参照のこと。
正確さのワンド（装具体得）
：1 つの遭遇毎に 1 回、フリー・アクショ
ンとして、君は 1 体の目標に対する 1 回の攻撃ロールに＋ 3 の
ボーナスを得る。この特徴の利益を得られるのは、
［装具］のキー
ワードを持つパワーのみである。
呪文書：君は呪文書に追加の一日毎の呪文 1 つを記録している。
大休憩の後、君はその日に使用する一日毎の呪文と汎用呪文を 1
つ選んで準備する。君は一日毎の呪文を 2 つ、汎用呪文を 2 つ
習得しているが、1 日にはそれぞれどちらか一方しか使用できな
い。
また、呪文書には以下の儀式が記されている。各儀式について
は PHB 参照。
1 レベル：コンプリヘンド・ランゲージ 、テンサーズ・フロー
ティング・ディスク 、メイク・ホウル
2 レベル：エンデュア・エレメンツ
3 レベル：ディテクト・シークレット・ドアーズ
4 レベル：ノック
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遭遇毎パワー

ドワーフ・クレリック

ヒーリング・ストライク
Healing Strike ／治癒の打撃

作成済みキャラクター レベル 7
名前

性別

ヒット・ポイント：５７
重傷：２８

回復力値：１４

イニシアチブ＋３

1 日の回復力使用回数：９
アクション・ポイント

防御値
ＡＣ

頑健

反応

２４

１８

１６
２０
セーヴィング・スロー修正

意志

抵抗		
［毒］効果へのセーヴに＋ 5 の種族ボーナス

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 12（ディフェンシヴ・ウォーアックス＋２）
ダメージ：1d12 ＋ 8（クリティカル 20 ＋ 2d6）
遠隔基礎攻撃：＋ 9（スローイング・ハンマー）
				
ダメージ：1d6 ＋ 4

種族的特長

身長：４ft ８in（142cm）
体重：200lb.（91kg） サイズ：中型
移動速度：５マス 視覚：夜目
属性：善
言語：共通語、ドワーフ語
ドワーフの回復力：君は “ 底力 ” をマイナー・アクションで使用できる。
踏ん張り：何らかの強制移動を受けるとき、実際に移動させられるマス
の数は、その効果の説明文中の数字よりも 1 マス少なくなる。
さらに、何らかの攻撃によって君が伏せ状態になった際、即座に 1 回
のセーヴィング・スローを行なうことができ、成功すれば伏せ状態に
ならずにすむ。

無限回パワー

セイクリッド・フレイム
Sacred Flame ／聖なる炎

クレリック／攻撃／ 1

上空から聖なる光が降り注いだ。その輝きは 1 人の敵を焼き焦が
し、同時に味方の 1 人に恵みを与えた。
［無限回］
✦［光輝]、[信仰］、［装具］
標準アクション
遠隔・5
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋9 対 反応
ヒット：1d6＋6（クリティカル12＋2d6）の［光輝］ダメージ。使用
者の視界内にいる味方1人は、一時的ヒット・ポイント2を得るか、
1回のセーヴィング・スローを行なう。

ライチャス・ブランド
クレリック
Righteous Brand ／正義の刻印
クレリック／攻撃／１

君は敵を自分の武器で攻撃しつつ、己が神格の怒りを示す､かす
かな光を刻印した。印が生じた時に、君は1人の味方の名前を告げ、
刻印された敵に対するその味方の攻撃を信仰の力で後押しした。
［無限回］
✦［信仰］、［武器］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 AC
ヒット：1d12＋8（クリティカル20＋2d6）ダメージ。
使用者から５マス以内にいる味方１人は、使用者の次のターン
の終了時まで、目標に対する近接攻撃ロールに＋3パワー・ボー
ナスを得る。
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クレリック／攻撃／ 1

信仰の輝きが君の武器に宿る。君が敵を打ち据えると、君の神格
は癒しというかたちで君または君の味方にちょっとした祝福を
授けてくれた。

［遭遇毎］
✦［光輝］、［信仰］、［治癒］、［武器］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 AC
ヒット：2d12＋8（クリティカル32＋2d6）の［光輝］ダメージ。
目標は使用者の次のターンの終了時までマークされた状態にな
る。さらに、使用者または使用者から５マス以内にいる味方１
人は１回ぶんの回復力を使用することができる。この時の回復
量は通常よりも5ポイント多い。

スプリット・ザ・スカイ
Split the Sky ／天を裂く

クレリック／攻撃／３

シアリング・ライト
Searing Light ／焼けつく光

クレリック／攻撃／ 7

君は武器で攻撃しつつ太古の怒りのことばを謳いあげた。
雷のごときパワーを帯びた君の近接攻撃は敵を吹き飛ばし、地に
転がした。
［遭遇毎］
✦［信仰］、［武器］、［雷鳴］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 頑健
ヒット：1d12＋8（クリティカル20＋2d6）の［雷鳴］ダメージ。使
用者は目標を2マス押しやり、伏せ状態にする。

君が己が神格の力を呼び起こすと、君の聖印からまばゆい焼け付
くような強烈な光が放たれて敵を打ちのめし、一時的にその目を
見えなくさせる。
［遭遇毎］✦［光輝］、［信仰］、［装具］
遠隔・10
標準アクション
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋9 対 反応
ヒット：2d6＋6（クリティカル18＋2d6）の［光輝］ダメージ。目標
は使用者の次のターンの終了時まで盲目状態になる。

一日毎パワー

ビーコン・オヴ・ホープ
Beacon of Hope ／希望のともしび

クレリック／攻撃／ 1

ブレス
Bless ／祝福

クレリック／汎用／２

信仰のエネルギーが爆発し、敵を傷つけ、味方を癒す。
輝かしいエネルギーは君の聖印の周りに消え残り、この戦いが終
わるまで君の癒しの力を強めてくれる。
［一日毎］
✦［信仰］、［装具］、［治癒］
標準アクション
近接範囲・爆発3
目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：＋９ 対 意志
ヒット：目標は使用者の次のターンの終了時まで、弱体化状態と
なる。
効果：使用者および爆発の範囲内にいた使用者の味方は10ヒット・
ポイントを回復する。この遭遇の終了時まで、使用者の［治癒］
パワーが回復するヒット・ポイントの量は＋5される。

君は己が神格に、自身および仲間への祝福を与えるよう懇請した。
［一日毎］
✦［信仰］
標準アクション
近接範囲・爆発20
目標：使用者および爆発の範囲内の味方すべて
効果：すべての目標はこの遭遇の終了時まで攻撃ロールに＋1の
パワー・ボーナスを得る。
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クレリック／攻撃／ 5

君が敵の体に武器を叩き込むと、敵の体に攻撃を禁じるルーンが
輝いた。

［一日毎］
✦［信仰］、［武器］、［魅了］
標準アクション
近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 意志
ヒット：1d12＋8（クリティカル:20＋2d6）ダメージ。目標は攻撃
を行なえない（セーヴ・終了）。
ミス：目標は使用者の次のターンの終了時まで使用者を攻撃でき
ない。

キュア・シリアス・ウーンズ
Cure Serious Wounds ／重傷治療

クレリック／汎用／ 6

君は短い祈りの言葉を唱え、即座に傷を癒す力を得る。君が一瞬
だけ負傷したクリーチャーに触れると、相手はまばゆい銀色の光
に包まれた。
［一日毎］
✦［信仰］、［治癒］
標準アクション
近接・接触
目標：使用者またはクリーチャー 1体
効果：目標は２回ぶんの回復力を使用したかのようにヒット・ポ
イントを回復する。この時の回復量は通常よりも５ポイント
多い。

チャネル・ディヴィニティ：ターン・アンデッド
Channel Divinity:Turn Undead ／神性伝導 : アンデッド退散
クレリック／クラス特徴

君は敵なるアンデッドを焼き尽くし、押し戻し、その場に釘付け
にした。
［遭遇毎］
✦［光輝］、［信仰］、［装具］
標準アクション
近接範囲・爆発2
目標：爆発の範囲内のアンデッドすべて
攻撃：＋９ 対 意志
ヒット：1d10＋６の［光輝］ダメージ。使用者は目標を2マス押し
やる。目標は使用者の次のターンの終了時まで動けない状態と
なる。
ミス：半減ダメージ。目標は押しやられず、動けない状態にもな
らない。
能力値
【筋】18
【耐】15
【敏】10

判定修正値
＋７
＋５
＋３

チャネル・ディヴィニティ：君はこれらの特殊な信仰パワーのう
ちどれか 1 つを 1 回の遭遇につき 1 回使用することができる。
癒し手の知恵：
［治癒］のキーワードを持つクレリックの祈祷によっ
て治癒を行なう場合、回復する hp の量が＋４される。（適用済）
儀式：
《儀式取得者》の特技を得て、儀式を儀式書に修得している。
1 レベル：ジェントル・リポウズ 、メイク・ホウル
4 レベル：ハンド・オヴ・フェイト
ヒーリング・ワード：1 回の遭遇につき 2 回、マイナー・アクショ
ンとして、ヒーリング・ワード のパワーを使用できる。
神格：信仰する神格は属性に従う範囲で自由に選択。

技能（能力値） 習得済み
〈威圧〉【魅】
〈運動〉【筋】
〈隠密〉【敏】
〈軽業〉【敏】
〈看破〉【判】
○
〈交渉〉【魅】
〈持久力〉【耐】
〈事情通〉【魅】
〈自然〉【判】
〈宗教〉【知】
○
〈知覚〉【判】
〈地下探検〉【判】
〈治療〉【判】
○
〈盗賊〉【敏】
〈はったり〉【魅】
〈魔法学〉【知】
〈歴史〉【知】
○

ヒーリング・ワード
Healing Word ／治癒の言葉

特技

クラスの特徴

クレリック／クラス特徴

能力値
【知】10
18
【判】
【魅】８

判定修正値
＋３
＋７
＋２

判定修正値
＋２
＋４
±０
±０
＋12
＋２
＋４
＋２
＋７
＋８
＋７
＋9
＋12
±０
＋２
＋３
＋８

君が手短な祈りの言葉をつぶやくと、信仰の光が目標を包みこみ、 《ドワーフ流武器訓練》：君はすべてのアックス類およびハンマー類への
習熟を得る。また、
それらを用いてのダメージ・ロールに＋ 2 の特技ボー
傷を癒す助けとなった。
ナスを得る（適用済）
。
［遭遇毎］（特殊）
✦［信仰］、［治癒］
《儀式取得者》
：儀式を執行できる。
特殊：このパワーは1遭遇につき2回使用できるが、1ラウンドに
《盾習熟：ライト》
：ライト・シールドに習熟。
は1回しか使用できない。
マイナー・アクション
近接範囲・爆発5
《盾習熟：へヴィ》
：へヴィ・シールドに習熟。
目標：使用者または爆発の範囲内にいる味方1人
《武器練達：アックス類》*：アックス類の攻撃ロールに＋ 1 ボーナスを
効果：目標は1回ぶんの回復力を使用して通常よりも2d6＋5ポイ
得る（適用済み）
。
ント多くヒット・ポイントを回復することができる。

チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・フォーチュン
Channel Divinity：Divine Fortune ／神性伝導：信仰の幸運
クレリック／クラス特徴

危機に瀕してなお、君の信仰は決して揺らぐことはなく、むしろ
信仰によって特別な祝福を授かった。
［遭遇毎］
✦［信仰］
フリー・アクション
使用者
効果：使用者は次に行なう1回の攻撃ロールまたはセーヴィング・
スローに＋1のボーナスを得る。ただし、ボーナスを得られるの
は使用者の次のターンの終了時までに行なわれたロールに限ら
れる。

装備品

防具：ファインメイル・メイル＋２、へヴィ・シールド。
武器：ディフェンシヴ・ウォーアックス＋２、スローイング・ハンマー 2
つ。君のスローイング・ハンマーの射程は 5 ／ 10 である。
聖印：マジック・ホーリィ・シンボル＋ 1
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：背負い袋、
携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）
、10 日分の保存食、
50 フィートの麻製ロープ、水袋。
儀式書：1 レベル：ジェントル・リポウズ 、メイク・ホウル ; 4 レベル：

ハンド・オヴ・フェイト ; 6 レベル：キュア・ディジーズ

レシデュウム：任意の儀式の構成要素（325gp 相等）
所持金：100gp
*……『プレイヤーズ・ハンドブック 2』所収。
裏面に「魔法のアイテム」があります。
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魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□

マイルストーン□ / □ / □

シンボル・オヴ・ホープ＋ 2
パワー（［一日毎］）：即応・対応。このパワーは使用者もしくは
使用者から 5 マス以内にいる味方 1 体が、セーヴに成功するこ
とで終了させられる 1 つの効果を受けた瞬間に使用できる。使
用者もしくはその味方は、以後ずっと、その 1 つの効果に対す
るセーヴィング・スローに＋ 5 のパワー・ボーナスを得る。
ファインメイル＋ 2（鎧スロット）**
ディフェンシヴ・ウォーアックス＋ 2**
特性：使用者が防御専念を取るか底力を使用する場合、次の使
用者のターンの開始時まで、使用者のすべての防御値に武器の
強化ボーナス（＋ 2）をアイテム・ボーナスとして加算する。
ヒーラーズ・ブローチ＋ 1（首スロット）**
特性：使用者が自分自身あるいは味方にヒット・ポイントを回
復させるパワーを使用する時、回復するヒット・ポイントの値
にブローチの強化ボーナス（＋ 1）を加算する（適用済み）。
**……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。
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