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" 森の歌い手 " であるエルフの伝承いわく、ハーケン森の

は、若者たちの体内に流れる " 精気 " であった。若い生命の精髄を

奥深く、測り知れない歳月のうちに、忘却の彼方で静かな眠

体内に取り込むことにより、永遠の若さを保とうとしたのである。

りにつく、幻の城館があるという。

彼女たちは集めた大量の若者たちを地下神殿に押し込めて殺害し、

薔薇の発する香気のなか、真紅の血のごとき月明かりを
浴びて、城館の窓辺にたたずむ謎の美女たちの正体とは…。

はじめに

名状しがたき存在への捧げものとした。また、乙女たちの身体から
絞り取った血液を集め、その血液の溜まった浴槽に浸かるなどのお
ぞましい行為に耽った。幼子に手をかけ、その柔肉を食することも
あったという。そして、近隣の若者たちは姿を消していった。
この恐ろしい城館から逃れた娘の告発により、姉妹の悪行は世

このアドベンチャーは『ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版』の
３レベルのパーティー５人用に作成されたものである。
登場するクリーチャーのデータはプレイに必要な最低限のデー
タを記載してあるが、『モンスター・マニュアル』を活用すれば、

に知られるところとなり、彼女たちは重罪人として裁かれて森の奥
の塔に幽閉された。今でも彼女たちは次元の狭間のどこかにさ迷っ
ているという。
" 森の歌い手 " のエルフたちの伝えるところによれば、その後、

より効果的に運用できるだろう。また『ダンジョン・マスターズ・

集落には疫病が流行り、誰も住まなくなった。姉妹たちの行った冒

ガイド』を活用すれば、プレイヤーの人数にあわせてモンスターの

涜的な行為が神々の怒りにふれたからだと伝承は伝えている。

数を調整することも出来る。

ゲームの準備
ＤＭはこのアドベンチャーを遊ぶにあたって、『ダンジョンズ＆
ドラゴンズ第４版』の基本ルールブック３冊を手元においておくほ

冒険のあらすじ
無事に冒険を終え、帰路を急ぐ冒険者たち。街道をはずれてハー
ケン森をぬける近道を通ろうとすると、やがて彼らは生垣に囲まれ
た奇怪な館のなかへ迷い込む。そして、城館のなかで暮らす美しい
三姉妹と遭遇する。見知らぬ旅人たちを歓待してくれる彼女たち。

うが望ましいが、このアドベンチャーとダンジョンズ＆ドラゴンズ

冒険者たちを気に入り、彼らのうち屈強な若者を花婿に迎えようと

日本語版公式ホームページ（http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/）で

する。しかし、それはまやかしであった。

ダウンロードできるクイックスタート・ルールを使用すれば、単独
でも充分遊ぶことができる。『シャドウフェル城の影』に付属のキャ
ラクターを３レベルまでレベルアップさせれば、すぐにセッション
を開始することが可能だ。

冒険の背景

彼女たちは、不老不死の力を求めて魔法の儀式に手を染めた邪
悪な存在だったのだ。冒険者たちは城館で囚われの身となる。
この城館から抜け出し、呪いを解いて集落から脱出するには邪
悪な三姉妹を倒さなくてはならない。

冒険への導入
冒険にとりかかる準備ができたなら、以下を読み上げること。

かつて、ハーケン森には元素の混沌の原物質から世界を形作っ
た、古代のプライモーディアルを信仰する人間の集落が存在した。
彼らは周辺地域の異種族やハーケンウォルドの人間たちとの交易で
栄えた。
この集落の滅亡のひきがねとなった集落の統治者の娘たちがい
た。姉妹たちは己の美貌と若さを保つためにありとあらゆる技を試
み、遂には禁断の秘儀に手を染めることになった。まず、彼女たち
は布告を発令し、街の若者たちを城館に集めさせた。表向きは、城
に仕える者を求めてのことであったが、実際に彼女たちが欲したの

「日は既に西の地平線の彼方へ沈もうとしていた。フォール
クレストの街を出発して 10 日が過ぎた。街道を通過する隊商
をゴブリンどもから護衛するという仕事は、君たちにとって
は簡単な仕事だった。無事に役目を果たし終え、頭のなかでは、
フォールクレストの居酒屋『ネンティア亭』での美味い酒や
温かいベッドのことを思い浮かべながら、君たちは意気揚々
と帰りの道を急ぐ…。」
「誰が最初に言い出したのかは覚えていない。『近道をしよ
う』と、パーティのひとりがそう言い出した時、誰も反対意
見を唱える者はいなかった。" 森の歌い手 " であるエルフ一族
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が棲むハーケン森へと君たちは足を踏み入れた。最初は何も
かもが順調に思えた。冒険者としての直感と経験だけを頼り
に、君たちは森のなかを進んでいった。日もしだいに傾き、
すでに影の長さも伸びはじめている。」
「何時間も森のなかをさ迷った挙句、君たちは致命的なミス
を犯していることに気がついた。完全に森のなかで迷ってし
まったのだ。先ほどから同じ場所を何度も行ったり来たりし
ている。さらに悪いことに、ぽつりぽつりと雨しずくが降り
始め、衣服についたしみが広がっていく」

「前方の藪が微かに揺らめくと、そこからニンマリと開いた
口に獰猛な牙を尖らせ、手に槍を握る小柄な生き物が前方の
藪から飛び出してくる。どうやら君たちを絶好の狩りの獲物
と狙い定めたらしい！しだいに距離をつめ、いまにも飛びか
かろうとしている！」
「さらに近くの茂みがかさこそと動いたかと思うと、突然そ
れは長い蔓で出来た人型の姿となって君たちに襲い掛かって
きた。」

< 自然 >（難易度 15）判定すれば、何か異様な力がこの森に働き、
正常な状態ではないことを察知することが出来る。冒険者たちは、
偶然踏み込んだ森のなかで迷ってしまう。この森から脱出すること

■チュートリアル戦闘：茨の道を抜けて
遭遇レベル 1（500xp）

がクエストとなる。

クエスト：ハーケン森から抜け出ろ
発端：ハーケン森に足を踏み入れてしまう。
報酬：750xp

「夢中で雨宿りできそうな場所を探していると、全員が休む
のに充分な大きさの原っぱを発見した。環状列石がならんで
おり、ちょうどおあつらえむきに屋根の役目を果たしている。
また何故か、このあたりだけ雨が降っていない。ここならば、

セットアップ
森は野生の生き物たちの住処となっている。地図は『シャドウ
フェル城の影』付属のものを使用すること。
この遭遇はチュートリアル戦闘であり、この戦闘を終えれば大
休憩をとることが可能であるとプレイヤーに伝えること。
１日毎パワーやアクション・ポイントなどを使い切ってしまっ
ても問題ない。
この遭遇には以下のクリーチャーが登場する。

しばらく休むことが出来そうだ。環状列石の中央には、なに
やら異様なおもむきの黒色の石柱が突き立っている。その形

ゴブリンの戦士

3体

状は八角形をしており、表面には蟻の這ったような記号が石

ヴァイン・ホラー

1体

柱のてっぺんまで螺旋状に描かれている。あいにく、すっか
り磨り減っており、何が書かれているかを読み取ることは出
来そうに無い。
長旅の疲れからだろうか。突如、君たちを猛烈な睡魔が襲
う。かすかな夜風がモミの枝々を揺らすざわめきの音が聞こ
え、眠気を誘う甘ったるい薔薇の香りがどこからか漂ってく
る。君たちの意識はしだいに遠のいていく…。」
< 持久力 > 判定（難易度 20）に成功することによって、この眠
りに抵抗することが可能である。
▼不意打ち：ＤＭはモンスターの集団内でもっとも < 隠密 > 判定
修正値の低い者を１回の < 隠密 > 判定をさせること。その結果
をＰＣ側の受動 < 知覚 > 判定値、もしくは " 警戒している " クリー
チャーの能動的な < 知覚 > 判定の結果と比較すること。眠って
いるキャラクターは受動 < 知覚 > 判定に － 5 のペナルティを受
ける。

ＤＭ向けアドバイス

当然、自分のキャラクターが一方的に眠らされることに不満
を覚えるプレイヤーもいることだろう。彼らは寝ないで、野営
を行うと言い出すはずだ。ＤＭはそれを認めてやればよい。次
の戦闘遭遇への備えが出来ていたことによってプレイヤーはし
てやったりという表情を浮かべるはずだ。それでいい。君はす
でにプレイヤーたちを物語に引き込むことに成功したのだから。



ゴブリンの戦士（Ｇ） 3 体

レベル 1 遊撃役
小型・自然・人型 XP100

イニシアチブ：＋5 感覚：
〈知覚〉＋1；夜目
HP：29 重傷値：14
AC:17 頑健：13 反応：15 意志：12
移動速度：6 ；モバイル・レンジド・アタック およびゴブリン・
タクティクス も参照。
mスピア
（標準；無限回）◆[武器]
＋6 対 AC ； 1d8＋2ダメージ。
rジャベリン
（標準；無限回）◆[武器]
遠隔 10/20；＋6 対 AC ； 1d6＋2ダメージ。
Rモバイル・レンジド・アタック/機動遠隔攻撃
（標準；無限回）
ゴブリンの戦士は移動速度の半分までの移動を行える。そしてこ
の移動の任意の時点で、機会攻撃を誘発することなく、1回の
遠隔基礎攻撃を行える。
グレート・ポジション／ちょこまか戦法
このゴブリンが自分のターンにおいてターン開始時点にいた場所
から4マス以上離れた場所で移動を終了したなら、このゴブリ
ンが次の自分のターン開始時までに行うすべての遠隔攻撃は
＋1d6のダメージを与える。
ゴブリン・タクティクス/ゴブリン戦法
（即応・対応、自分に対する1回の近接攻撃がミスした際；無限回）
ゴブリンは1マスのシフトを行う。
属性：悪 言語：共通語、ゴブリン語
技能：<隠密>＋10、<盗賊>＋10
筋力：14（＋2）
敏捷力：17（＋3）
判断力：12（＋1）
耐久力：13（＋1）
知力：8（－1）		
魅力：8（－1）
装備：レザー・アーマー、スピア、ジャベリン×5本（束にしてある）
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ヴァイン・ホラー（Ｖ） 1 体
レベル 5 制御役
中型・自然・人型（植物） XP200

イニシアチブ：＋7 感覚：
〈知覚〉＋9；擬似視覚10
HP：67 重傷値：33
AC:19 頑健：17 反応：18 意志：15
移動速度：6（森渡り、沼渡り）、水泳6
mクロー /爪
（標準；無限回）
＋8 対 AC ； 1d8＋4ダメージ。
Cヴィシャス・ヴァインズ/狂暴なる蔦
（標準；遭遇毎）
近接範囲・爆発5；目標は敵のみ；＋10 対 反応；地面から魔法的
な蔦が這い出し、目標にからみつく。目標は拘束状態になり、
継続的ダメージ10を受ける（セーヴ・両方とも終了）。
マリアビリティ /柔軟な体
ヴァイン・ホラーは自分の体を変形させ、幅1インチ（約2.5cm）の
隙間に無理矢理入り込むことができる。さらに幅が1インチ
よりも広い隙間であれば、通常通りの移動速度で通り抜ける
ことができる。
属性：悪 言語：共通語、エルフ語
技能：<隠密>＋12
筋力：18（＋6） 敏捷力：21（＋7）
判断力：14（＋4）
耐久力：19（＋6） 知力：9（＋1）
魅力：10（＋2）
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このエリアの情報
照明：薄暗い。夜間に光源を持ってこのエリアに近づいたＰＣた
ちは < 隠密 > を試みることができない。
樹木：樹木は移動の妨げにならないが、遮蔽を提供する。
魔法円（環状列石）：この場所には、古の魔法のルーンがいまだに
輝き続けている。ルーンの上または魔法円の中心にいるクリー
チャーは攻撃ロールに＋ 1 のボーナスを得る。
川：川は移動の妨げとなるほど深くはない。ただし、岩も描かれ
ているマスは移動困難な地形として扱われる。
滝：２つの岩の間にある５つのマスは激流であり、移動困難な地
形として扱う。
財宝；ゴブリンどもを片付けたなら、ＰＣたちは合計で 25 ｇｐ
とポーション・オブ・ヒーリング １個を手に入れる。

戦術

ゴブリンの戦士は川岸の反対側にいる冒険者たちに向かって、

グレート・ポジション を使用して離れた位置からジャベリン での攻
撃を行う。近接戦闘では、お互い
に挟撃位置をとるようにして戦術
的優位を確保しようとする。自分
が重傷になるか、２体以上の仲間
が倒された時点で、ゴブリンの戦
士は味方を見捨てて逃げ出す。ヴァ
イン・ホラーは複数の敵が５マス
以内に近づいてくるまでじっと待
ち構え、ヴィシャス・ヴァインズ
を発動して目標をからめて拘束状
態に陥れる。
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城館のミステリ

気がつくと既に雨は止んでいる。ゴブリンの襲ってきた森の南

彼女たちへの質問：
●あなたたちは何者ですか？

方を見ると、昨夜は気づかなかったが、冒険者たちのいる場所から

「わたくし達はこの館を管理している者たちです。わたくし

さほど遠くない所に、茨の生垣に囲まれた建物の姿をみることが出

が " ニルギーナ "、そして次女の " エレノア "、そして最後に

来る。< 自然 > 判定（難易度 10）に成功すると、ほとんどの茨は

この子が末娘の " マリアンヌ " です。」

小さな蕾をもっているだけだが、館の薔薇だけが花を咲かせている

●なぜこんなところに住んでいるのか？

ことが判明する。

「わたくし達の父はとてもすばらしい遺産を残してくれまし

近づいていくと、かなり年代を感じさせる城館であることがわ

たの。それで、こんな森の中でも不自由なく暮らせるんです

かる。青銅製の扉には薄気味悪いグロテスクな文様が施されている。

のよ。お客様がいらっしゃるのは久しぶり、ゆっくり屋敷を

館の扉を叩くと、城館づきの召使が現れ、冒険者たちに用向きをた

見て回ってくださいな。でも屋敷の裏にある、祖先が祭られ

ずねる。一度館の主人への確認に行ったあと、召使いはひき返して

ている霊廟にだけは近づかないでくださいね。だいぶ建物が

きて、館のなかへ招き入れてくれる。

老朽化しているので、壁や天井などが崩れかけていて危険な

館のなかへはいると、地味な印象のメイドが応対する。彼女は
自分のことをリエンヌと名乗る。しばらくここで待つようにと告げ
られて、控えの間へ通される。暖炉には火がともされ、身体を拭く
ためのタオルや着替えなども用意されている。やがて、メイドが戻っ
てくると、館の主人たちが面会する旨を伝える。

ので立ち入り禁止にしているのです」
●この館にはどれくらいの人数が住んでいるのか？

「そうね。女中やコック、使用人などを含めてざっと 30 人
くらいかしら。」
●どうやって生計をたてているのか？

「果樹園で採取できる果物を発酵させてワインを作っている

館の主人たち
広間には社交的で美しい３姉妹がいる。館を管理しているのは、
この３人の姉妹たちである。それぞれ長女ニルギーナ、次女エレノ
ア、三女マリアンヌという名前である。彼女たちは長い城館暮らし

んです。季節ごと、フォールクレストやハーケンウォルドか
ら商人たちが買いつけにやって来るんですのよ。また、狩り
を行い、野生の鹿や鶉などの生き物を獲ってきて自給自足の
暮らしをしているのです。」

のせいですっかり退屈しきっている。冒険者たちは、彼女たちの退

●森のなかで迷ってしまったのですが・・・。

屈を紛らわせて、喜ばせる必要がある。

「あらあら大変な目に遭ったものですね。夏至祭が近くなると、
磁場に狂いが生じて方向感覚がおかしくなるという話を聞いたこと

「侍女の案内に従い、廊下を進んで行くと、やがて応接室へ
とつづく扉の前まで連れて行かれる。扉の向うがわでは、す

があります。しばらくのあいだ、こちらの館へ逗留なさいな。いい
え、決して迷惑だなんてことはありませんよ。うふふ。」

でに３人の女性がテーブルの席に着いている。いずれも見目

（この話は明らかに嘘である。< 看破 >（難易度 17）判定に成功

麗しい女性たちだ。彼女たちは君たちに微笑みかけると、席

すれば、嘘をついていることが分る。しかし、なぜ嘘をついている

に着くようにうながす。」

のかまでは分らない）。

「君たちが席に着くと、眼の下に泣きぼくろのあるグラマラ

女主人たちとの面会が終わると、客人用の寝室に案内される。

スな女性が口を開く。『ようこそ当館へいらっしゃいました。

その後、館のなかを見て回ることが出来る。夜には晩餐会が催され

この館はわたくしたち３姉妹が棲んでいるのですが、ご覧の

ることも告げられる。ＤＭは館のなかを冒険者たちに自由に探検さ

とおり、何もない鄙びたところです。非常に退屈していると

せたあと、晩餐会のイベントへ導く事。

ころへ、皆さまのような素晴らしいお客人がお見えになった
というわけです。不謹慎なことながら、わたくしたちは大い
に歓迎しておりますのよ。どうぞ、ゆっくりなさっていって
くださいな。』」

■館内部・一階

[ ホール ] 表玄関から入ってすぐの場所は玄関ホールとなっている。
大きな暖炉が中央にあり、その上に陶磁器の花瓶が置かれてい
る。玄関脇にはクローゼットがあり、訪問客のコートをかける

冒険者たちがどこからやって来たのか、これまでどんな冒険し
てきたのかなど、そんな質問がひとしきり続く。

ことが出来るようになっている。壁には肖像画がかけられてお
り、この家系の目鼻立ちなどの印象が共通しており、濃い血筋
をうかがわせる。< 歴史 > 判定、難易度 15 に成功すると、肖像

「あらあら。随分、可愛らしいうさぎちゃん達が迷いこんだ

画に描かれた服装などから推測して、これらの肖像画に描かれ

ものね」「お姉さま、ひとりじめはズルいですわよ」ふんわり

た人物たちがとても古風に描かれており、この建物の装飾など

した軽い髪型の女性が次女、黒髪で大人しめの女性が三女で

から、建物が随分と歴史あるものであることが分る。玄関の左

ある。彼女たちは、お互い眼で合図をして、クスクス笑いな

右には楕円形を描くように上の階へとつづく階段がある。

がら囁きあっている。」

[ 応接室 ] 客人をもてなすための広い部屋。大理石製の大きなテー
ブルとふかふかのクッションが置かれている。本棚の中には周
辺地域の歴史資料などあたりさわりのない本が置かれている。
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[ 遊戯室 ] 玄関から入って左手にはビリヤード台が置かれている。

は壁で囲まれている。壁の一角にキッチンとつながった小窓が

喫煙室にもなっており、上等の煙草がお盆に置かれ、自由に吸

ある。こうして客に姿を見せることなく、コックはできたての

うことが出来るようになっている。

料理を食堂へ運ぶことが可能となる。食堂には絡まる蔦のデザ

[ 図書室 ] 遊戯室の隣の部屋。長女のニルギーナがいて本を読ん

インの壁紙が貼られ、天井からかなり見事なシャンデリアが吊

でいる。置かれている本の内容は「美と健康」に関するものだ。

り下がっている。また、キッチンの地下にはワインの貯蔵庫が

彼女は、本・宝石・彫像・絵画などのコレクションを見せてく

ある。

れる。いずれも大層価値のあるもののように思える。

[ 使用人部屋への階段 ] 玄関右手には 2 階にある使用人部屋へと通
じる階段がある。使用人たちは主人の要望にすぐに応じられる
ようにと１階と２階の行き来がスムーズなこの階段を使用して
いる。

▼ニルギーナ

「どうかしら、今夜の晩餐会にはイブニング・ドレスを着る

のだけれど、貴方はどんなドレスがお好みかしら？」
「綺麗ですね、って？うふふ。お世辞が上手ね。特別な肌の
お手入れをしているのよ。どんなお手入れかって？それは秘
密よ。美しいレディに
は１つや２つ秘め事が
あるものなのです。」
[ 居間 ] 姉妹たち家族がく
つろぐための部屋である。
廊下を歩いていると、扉
がばたんと開き、次女の
エレノアがコリー犬と一
緒に部屋から飛び出して
くる。
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▼エレノア

「もう、リッキー（犬の名前）ったら。言う事を聞かないん
だから！」
「お姉さまは宝石や装飾品など身を飾るものが好きなのよ。
わたしはそういうものよりも、スポーツのほうが大好きだわ。

技能チャレンジ
日が暮れると、一日の締めくくりに晩餐会が催される。その後、
カードゲームで遊ぶことになる。

体を動かすことって、気持ちいいし。貴方もそう思うでしょ？
貴方は狩りをするのかしら？野生の鹿や兎を弓矢で仕留める
にはコツがいるのよ。」

「わたくしたちとカードゲームをしませんか？一番勝利数が
多かった者にはご褒美を与えましょう。それは何かですって？
うふふ。それは、後のお楽しみにとっておきましょうね。」

■館内部・二階

[ 寝室 ] それぞれ三姉妹たちが使用する寝室、使用人たちが使用す
る寝室、客人のための寝室がしつらえてある。
[ 浴室 ] やや大きめの浴室。4 ～ 5 人が一度に入れるほどのゆった

女主人の歓心を得る
セットアップ
晩餐会の終了後、食後の余興が催される。冒険者たちはゲーム

りした浴槽。< 知覚 > 判定（難易度 15）に成功すると、浴室の

の合間に姉妹たちに面白い話を聞かせたり、自分の魅力をアピール

血痕を発見することが出来る。< 治療 > 判定（難易度 15）に成

して歓心を買わなくてはならない。

功すると、その血痕がまだ最近のものであることが分る。後で
家の者にその事をたずねると、「茨の棘が刺さって、怪我をする

レベル：３レベル（450xp）

ことがよくあるのですよ」とかわされる。本当のところは、彼

複雑度：３（３回失敗する前に８回成功させねばならない）。

女たちは若い乙女の血をこの浴槽に注いで美肌効果を保ってい

主要技能：< 看破 >< 交渉 >< 知覚 >< はったり >< 盗賊 >

るのである。

副次技能：< 魔法学 >< 歴史 >；難易度 10；次の〈交渉〉判定に対

[ 物置 ] ポーション・オブ・ヒーリング ×人数分、ポーション・オブ・

して＋２ボーナス。

レジスト [ 火 ] ×人数分が見つかる。
< 看破 >（難易度 15）：キャラクターは相手の様子をうかがって、

薔薇園の見学
薔薇園を見たいと冒険者が言うと、マリアンヌが案内をしてく
れる。
▼マリアンヌ

「最近は薔薇もすっかりしおれてしまって、ほら、いくら
お水をあげても花を咲かせないのよ。土地が枯れてしまって
いるので、養分が足りないのかしら。でも、じきに…ううん、
何でもありませんわ。」

相手の手の内を読むことができる。
< 交渉 >（難易度 15）：巧みな話術をしかけることによって相手
の持ち札を推測することができる。
< 知覚 >（難易度 10）：キャラクターはカードの折れ目やキズな
どを知覚することによって相手の持ち札を推測することができ
る。２回連続で行うことはできない。
< はったり >（難易度 15）
：ポーカー・フェイスを装うことによっ
て相手に手の内を知られないようにすることができる。
< 盗賊 >（難易度 15）：カードをすりかえて、自分に有利な手札
を持つことができる。
成功：技能チャレンジにおいて最も成功数の多かった（貢献した）
キャラクターは自分の好みの女性と一晩を共に過ごすことがで
きる。
技能チャレンジに勝利をおさめていれば、最終戦闘の際にキャラ
クターが好みの女性として選んだ相手に対しての攻撃ロールに
＋ 1 のボーナスを得る。（キャラクター全員がこの利益を得る。
ＤＭは忘れずにこのことをプレイヤーに伝えること）。

「余興にすっかり満足して、興奮した様子の姉妹の一人が、
顔を火照らせてポイントが最も高かった冒険者のもとへと
やってくる。
『○○さまのお手並みは非常にすばらしかったですわ。とて
も博識でいらっしゃるのね。もっとお聴きしたいわ！
この後、わたくしの部屋にいらっしゃいません？』」
「それを聞きつけた他の姉妹たちも近寄ってくる。『お姉さ
ま！抜け駆けなんてずるいですわよ！』『○○さまには、わた
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霊廟からの脱出
技能チャレンジに成功した場合、地図上の左上の門の前から開

『私よ！』『私よ！』『私よ！』

始する。失敗した場合、霊廟の牢屋に囚われているところから開始
される。（『シャドウフェルの城の影』付属の地図を使用）。牢屋の

『これではらちがあきませんわ、○○さまに、わたくしたち

壁には、こんな場所には不似合いな結婚式の模様を描いた壁画が描

のうち誰と一緒に過ごしたいかを決めていただきましょう！』

かれている。しかし、よくよく眺めると、気味の悪いモチーフの壁
画である。花嫁は綺麗な衣装こそ身にまとっているが、花婿が屍食

⇒「一夜の思い出」へ進む。

鬼なのだ。
牢屋のひとつに鎖に繋がれたままの白骨死体が見つかる。

失 敗： こ の 技 能 チ ャ レ ン ジ に 失 敗 す る と、 探 索 者 た ち は 武
器 を 取 り 上 げ ら れ た 上、 霊 廟 の 牢 獄 に と ら わ れ て し ま う。

粘り強く、< 捜索 >（難易度 15）判定することに成功すれば、

姉妹たちは後始末を使用人たちに任せ、自分達はさっさと退場

生前に彼が書き残した手記が見つかる。

してしまう。

以下の情報が手に入る。
・彼は自分のことを魔導師ズトゥルタンと名乗っている。

失敗ルート ⇒ ワインの中身に痺れ薬がしかけられている。

「あらあら。思ったよりも退屈でしたわ。もう少し、楽しま
せてくれると思っていたのですが・・・。もう、新しい玩具にも、
飽きてしまいました。ほうら、そろそろ身体が痺れてきたの
じゃないかしら。先ほど、お飲みになったワインに少しばか
り手をくわえさせていただきましたの。（使用人たちに向かっ
て）さ、後の始末は頼みましたわよ。」

・世界各地を放浪しており、古代の遺跡で炎のように真っ赤な魔
法の紅玉を発見した。
・生者の力を純粋なエネルギーに変換し、別の者に移し変えるこ
とが出来た。
・恩人であるにも関らず、彼女たちは彼からその紅玉を奪ったうえ、
牢屋に閉じ込めた。
・不老不死の術を姉妹に授けたのも彼であり、姉妹は秘密が外に
漏れることを恐れて彼をここに閉じ込めておくことにしたのだ。

ワインの中に混入された毒：サシルの根の粉末 ５レベルの毒
この毒は、ほとんど臭いのない青い粉末である。

[毒]
攻撃：＋8 対 頑健；減速状態（セーヴ・終了）
セーヴ失敗・１回目：目標は減速状態の代わりに動けない状態と
なる（セーヴ・終了）。
セーヴ失敗・２回目：目標は1d4時間のあいだ気絶状態となる。
特殊：サシルの根の粉末は、食物または飲料に混ぜるやり方での
み使用可能である。最初の攻撃は犠牲者が毒の入った飲食物を
摂取してから2d6分後に行われる。この毒に対するセーヴィン
グ・スローのすべてには－2のペナルティがつく。

一夜の思い出

カードゲームに勝ち抜いたひとりのキャラクターだけが選ばれ、

他のキャラクターたちは客人用の部屋へと案内される。意中の女性
の寝室を訪れると、彼女は薄い夜着を着て、ベッドの上で横になっ
ている。室内の明かりは消され、窓から差し込む月明かりだけが唯
一の明かりだ。

「さあ、こわがらないで。こちらへいらっしゃいな。」と女
性の囁き声。窓から月明かりが室内に差し込み、その刹那、
女性の姿が鏡に映る。
鏡を通して見た女性の姿は、眼窩に赤い炎を灯したしゃ
れこうべだった。にたにた笑いながら冒険者を手招いている。
他のキャラクターたちは、メイドのリエンヌから三姉妹の正体
について明かされる。彼女たちの秘密を解く鍵が裏庭の廃園にある
霊廟にあると伝えられる。
城館からの脱出を試みる⇒「生者を喰らうもの」へと進む。
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中盤戦：生者を喰らうもの
遭遇レベル３（850xp）

『この城館から脱出する方法はただひとつしかありません。
この城館の主である姉妹たちを倒すことです。それには、あ

セットアップ

そこに見える魔法円の中央に建つ黒い石柱を破壊しなくては

・初期配置：冒険者たちは捕まっていれば牢屋にいる。ぽんこつ

なりません。姉妹たちは地下神殿で邪悪な儀式を行い、あそ

スケルトンは地図上の任意の墓に隣接する 1 マス以内に置く。

こから不浄なる力を抽出しているらしいのです。ああ、どう

・壁画が実体化し（移動アクション）、花嫁姿をまとった屍食鬼が

やらお喋りしている時間はないみたい。やつらがやって来た

襲い掛かってくる。

わ！』

・牢獄の壁は脆くなっており、< 知覚 > 判定（難易度 10）に成功
すれば西側の壁が脆いことが判明する。< 盗賊 > 判定（難易度

ＤＭはイニシアチブを決定するためにダイスを振ること。

15）に成功すれば、人が潜り抜けられるくらいの大きさの穴を
開けることができる。
・PC のうちの誰かが傷つくたびに、柵に絡み付いている薔薇のつ
ぼみが花開き、真っ赤な花弁をのぞかせる。それは、まるで生
き物の血を吸って生命力に変えているかのようだ。
・ぽんこつスケルトン

4体

・グール

1体

・ブレイジング・スケルトン

1体

・醜いゾンビ

2体

冒険者たちが霊廟から脱出しようとしたら、以下の文章を読み
上げること。

「地下牢を脱出しようと決心したちょうどその頃、ローブを
深く被り顔を隠した何者かが君たちのいる牢屋のところまで
こっそり忍んでやって来る。『しっ、声をたてないで。安心し
て、あなた達を逃がしてあげるわ』。彼女はメイドのリエンヌ
であった。リエンヌは音もなく牢屋の鍵を開けてくれる。
『わたしは 1 年前に行方不明になった姉をさがして、自らす
すんでこの城館のなかへ入り込みました。そして、ついに恐
ろしい三姉妹の正体をつかむことができたのです。おそらく
姉はもうこの世にはいないでしょう…。』

ぽんこつスケルトン（M） 4 体
レベル 1
雑魚・中型・自然・自律体（アンデッド） XP25

イニシアチブ：＋3 感覚：
〈知覚〉＋2；暗視
HP：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC:16 頑健：13 反応：14 意志：13
完全耐性：[毒]、[病気]
移動速度：6
mロングソード
（標準；無限回）◆[武器]
＋6 対 ＡＣ ；4ダメージ。
rショート・ボウ
（標準；無限回）◆[武器]
遠隔15/30；＋6 対 ＡＣ；3ダメージ。
属性：無属性 言語：－
筋力：15（＋2）
敏捷力：17（＋3）
判断力：14（＋2）
耐久力：13（＋1）
知力：3（－4）		
魅力：3（－4）
装備品：ヘヴィ・シールド、ロングソード、ショートボウ、アロー
10本入りの矢筒

グール（Ｇ） 1 体
レベル 5 兵士役
中型・自然・人型（アンデッド） XP200

イニシアチブ：＋8 感覚：
〈知覚〉＋2；暗視
HP：63 重傷値：31
AC:21 頑健：18 反応：20 意志：17
完全耐性：[毒]、[病気]；抵抗[死霊]10；脆弱性；[光輝]5
移動速度：8、登攀4
mクローズ/爪
（標準；無限回）
＋12 対 ＡＣ ；1ｄ6＋4ダメージ、目標は動けない状態になる（セ
ーヴ・終了）。
Mグーリッシュ・バイト/グールの噛みつき
（標準；無限回）
目標は動けない状態、気絶状態、意識のない状態のいずれかでなく
てはならない。
＋10 対 ＡＣ；3ｄ6＋4ダメージ。さらに目標は朦朧状態になる。
（セ
ーヴ・終了）。
属性：混沌にして悪 言語：共通語
技能：<隠密>＋11
筋力：14（＋4）
敏捷力：19（＋6）
判断力：11（＋2）
耐久力：15（＋4）
知力：10（＋2）		
魅力：12（＋3）

ブレイジング・スケルトン（Ｂ） 1 体 レベル 5 砲撃役
中型・自然・自律体（アンデッド） XP200

イニシアチブ：＋6 感覚：
〈知覚〉＋4；暗視
ファイアリー・オーラ：炎のオーラ[火]：オーラ1；範囲内で自分
のターンを開始した全てのクリーチャーは5点の[火]ダメージ
を受ける。
HP：53 重傷値：26
AC:19 頑健：15 反応：18 意志：16
完全耐性：[毒]、[病気]；抵抗[火]10、[死霊]10；脆弱性：[光輝]5
移動速度：6
mブレイジング・クロー /炎の爪
（標準；無限回）◆[火]
＋8 対 ＡＣ ；1ｄ4＋1ダメージ、および継続的[火]ダメージ5（セ
ーヴ・終了）。
rフレイム・オーブ/火炎弾
（標準；無限回）◆[火]
遠隔10；＋8対.反応；2ｄ4＋4ダメージ。および継続的[火]ダメー
ジ5（セーヴ・終了）。
属性：無属性 言語：－
筋力：13（＋3）
敏捷力：18（＋6）
判断力：15（＋4）
耐久力：17（＋5）
知力：4（－1）		
魅力：6（＋0）
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醜いゾンビ（Z）
  2 体
レベル 4 暴れ役
大型・自然・自律体（アンデッド） XP175

イニシアチブ：＋4 感覚：
〈知覚〉＋4
HP：68 重傷値：34
AC:18 頑健：22 反応：18 意志：20
完全耐性：[毒]、[病気]；抵抗[死霊]10；脆弱性；[光輝]5
移動速度：7、<登攀>7
mバスタード・ソード
（標準；無限回）◆[武器]
間合い2；＋7対ＡＣ ； 1ｄ12＋5ダメージ、目標はゾンビの次のタ
ーンの終わりまでマークされる。
mダブル・アタック
（標準；無限回）◆[武器]
醜いゾンビは2本のバスタード・ソードで攻撃を行う。 ； 1ｄ10
＋4ダメージ。
巻きつき
（マイナー；無限回）
＋5 対 反応；対象は1マス引っ張られ、つかまれる（脱出するまで）。
いちどにつかむことが出来るのは1体までである。このつか
み攻撃から逃れるための判定に－5のペナルティを負う。
押しつぶし
（マイナー；無限回）
つかまれた目標のみ；＋5 対 頑健；2d8＋4ダメージ。
ライズ・アゲイン；はじめてhpが0になったとき。
新たにイニシアチブ判定を行う。次のターンにおいて、移動アク
ションとしてhp34で立ち上がる。
属性：無属性 言語：－
筋力：18（＋6）
敏捷力：6（＋0）		
判断力：10（＋2）
耐久力：18（＋6）
知力：3（－2）		
魅力：3（－2）
装備品：バスタード・ソード

リエンヌ（L） 1 体

レベル 3 指揮役
中型・自然・人型 XP150

イニシアチブ：＋3 感覚：
〈知覚〉＋6
HP：39 重傷値：19
AC:18 頑健：16 反応：15 意志：14
移動速度：5
ロングソード
（標準；無限回）◆[武器]
＋＋9 対 ＡＣ ； 1d8＋2ダメージ
クロスボウ
（標準；無限回）◆[武器]
遠隔15/30；＋9 対 AC ；1d8＋2ダメージ。
属性：善 言語：共通語
筋力：14（＋3）
敏捷力：14（＋3）
耐久力：15（＋3）
知力：10（＋1）		

戦術
醜いゾンビは前進して、長い間合いを活かしてＰＣの前衛を攻
撃する。できれば撃破役に巻きつきでつかみかかり、ダブルアタッ
クで殴る。グールは醜いゾンビが巻きつきを行ったＰＣに対して、
グーリッシュ・バイトを使用する。ブレイジング・スケルトンは安
全な位置から、火炎弾を投げつけてくる。黒い石柱のパワー停止技
能チャレンジを行っているＰＣを可能な限り狙おうとする。

このエリアの情報
明るさ：暗闇。

柵：この高さ 10 フィートの柵を乗り越えるには、２回の移動ア
クションをとり、難易度 10 の < 運動 > 判定を２回成功させねば
ならない。
墓石と木：墓石はそれがあるマスに居る者に遮蔽を提供する。墓
石とその周囲１マスに入るかターンを開始したＰＣは地面から
生えた腕に足をつかまれるため減速状態となる。墓石からは毎
ラウンドの頭に 1d4 体の雑魚が生まれ、移動アクションで立ち
上がる。（同時に４体が上限。場所は DM が決定する）。木はそ
の幹に隣接するマスにいる者に遮蔽を提供する。
魔法円：魔法円の中央にある黒い石柱はオーラ５で、毎ラウンド
頭にオーラ内のアンデッドに５点の一時 HP を与える（ミニオン
を除く）。マイナー・アクションで < 魔法学 > か < 宗教 > 判定（難
易度 10）を行うことにより、無効化できるかもしれないことに
気がつく。
▽黒い石柱でパワー停止の技能チャレンジ（複雑度１；３回失
敗する前に４回成功させる必要がある。難易度：魔法学 10・歴
史 15・宗教 10、それぞれの技能判定はマイナー・アクション）。

判断力：11（＋1）
魅力：12（＋2）

成功すれば雑魚の生成とオーラは停止。失敗すれば暴走し、近
接爆発５で +6 反応、2 ｄ 10+3 の死霊ダメージを放ち、機能停
止する。ダメージを 30 点以上与えても（全てのダメージへの抵
抗 5、完全耐性［死霊］）機能停止するが、暴走もする。
財宝：金のブレスレット（250gp 相当）、130gp。
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クライマックス：
地下神殿での最終決戦
遭遇レベル５（1,000 ＸＰ）
セットアップ
ここで行われるのは最終決戦。冒険者と三姉妹の対決である。
姉妹たちは城館の地下神殿にこもり、犠牲者たちの " 血 " でもって
不浄なる儀式を執り行おうとしている。冒険者たちの開始位置は地
図上の左隅に並べる。
ニルギーナ
エレノア
マリアンヌ
グール雑魚 4 体
リエンヌ（NPC）
冒険者たちがこの部屋にたどり着いたなら、以下の文章を読み
上げること。

「姉妹たちはこの地下神殿で生け贄にされた犠牲者たちのパ
ワーを吸出していたのだ。冒険者たちが部屋に入ると、まさ
に儀式が執り行われようとしていた。祭壇の周囲には、飛び
散った赤い血や臓物のはみ出した死体が転がっている。そこ
へ全裸にされ、四肢を縛られた娘が担ぎこまれてくる。娘は
泣き叫びながら姉妹に命乞いをしている。姉妹はそれに耳を
貸すこともなく、怪しげな言葉をつぶやきながら、手にした
大剣を今まさに娘の身体に振り下ろさんとしていた。」
「姉妹が冒険者たちを見つけると手の動きが止まる。これま
で彼女たちの不老不死の力の原動力となっていた " 黒の碑（い
しぶみ）" を冒険者が破壊したことによって、彼女たちの儀式
は失敗に終わったのだった。これまで時間の進行を食い止め
てきた防波堤が決壊したため、彼女たちの美しかった肌は急
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激に衰えを見せ始め、ひび割れて、深い皺が何本も出来るな
どの老化現象が進行する。突然パワーの供給が止まってしまっ
たことに対して、彼女たちは怒り狂っている。『よくも、わた
くしたちの邪魔をしてくれたわね。ここから生きて帰すもの
か！！』」

ニルギーナ（N）1 体

レベル 6 制御役
中型・アンデッド・人型 XP300

イニシアチブ：＋7 感覚：
〈知覚〉＋10；夜目
ベイルフル・ウィスパーズ/悪意あるささやき[精神]：オーラ5；
このオーラの範囲内で自らのターンを終えた敵はみな、1ｄ6
の[精神]ダメージを受ける。
HP：72 重傷値：36；シュリーク・オブ・ペインも参照。
AC:20 頑健：18 反応：18 意志：17
完全耐性：[毒]、[病気]；抵抗[死霊]10；脆弱性；[光輝]5
移動速度：6
mクォーター・スタッフ
（標準；無限回）◆[武器]
＋8 対 ＡＣ ； 1ｄ8＋4ダメージ。
Cハウル/絶叫
（標準；無限回）◆[雷鳴]
近接範囲・噴射5；＋9 対 頑健；1ｄ6＋4[雷鳴]ダメージ、目標は3
マス押しやられる。
Cシュリーク・オブ・ペイン/苦痛の金切り声：
（標準；最初に重傷になったときに再チャージ）◆[雷鳴]
近接範囲・噴射5；＋7 対 頑健；3ｄ6＋4[雷鳴]ダメージ、ニルギ
ーナが重傷の場合は3ｄ6＋9[雷鳴]ダメージ。
失敗：半減ダメージ。
チェンジ・シェイプ/形態変化
（マイナー；無限回）◆[変身]
自身の姿形を変え、あらゆる中型の人型種族の老婆の姿になれる。
属性：悪 言語：共通語、エルフ語
技能：<はったり>＋11、<看破>＋10、<威圧>＋11、<自然>＋10
筋力：18（＋7）
敏捷力：18（＋7）
判断力：15（＋5）
耐久力：19（＋7）
知力：12（＋4）		
魅力：16（＋6）
装備：クォーター・スタッフ

エレノア（E） 1 体

レベル 5 暴れ役
中型・アンデッド・人型 XP250

イニシアチブ：＋5 感覚：
〈知覚〉＋4；暗視
シュラウド・オブ・ザ・グレイブ/墓所の衣◆[死霊]：オーラ5
エレノアから5マス以内にいるすべてのアンデッドは[光輝]に
対する脆弱性を失う。
HP：77；重傷値：38；破壊の衝撃も参照。
AC:17 頑健：16 反応：16 意志：15
完全耐性：[毒]、[病気]；抵抗[死霊]10
移動速度：6
mシミター
（標準；無限回）◆[死霊]、[武器]
＋9 対 ＡＣ ；1d8＋3ダメージ。（クリティカル時、1d8＋11）およ
び[死霊]ダメージ5。
m呪いの太刀
（標準；無限回）◆[死霊]
＋9 対 ＡＣ ；1d4＋3ダメージ。および継続的[死霊]ダメージ5（セ
ーヴ・終了）。
破滅の衝撃
（最初に重傷になった時、およびヒット・ポイントが
0になった時）◆[死霊]
近接範囲・爆発3；＋8対反応；2d6＋3[死霊]ダメージ。
属性：混沌にして悪 言語：共通語。
筋力：16（＋5）
敏捷力：16（＋5）
判断力：14（＋4）
耐久力：17（＋5）
知力：3（－2）		
魅力：3（－2）
装備：シミター
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マリアンヌ（M） 1 体

レベル 5 奇襲役
中型・アンデッド・人型 XP250

イニシアチブ：＋10 感覚：
〈知覚〉＋4；暗視
HP：50；重傷値：25
再生5（[光輝]ダメージを受けたら、マリアンヌの次のターンの
終わりまで再生能力を失う）。
AC:20 頑健：17 反応：18 意志：17
完全耐性：[毒]、[病気]；抵抗[死霊]10；脆弱性；[光輝]5（再生
も参照）。
移動速度：7
mクロウ/爪
（標準；無限回）◆[死霊]
＋11対ＡＣ ；1d6＋4[死霊]ダメージ。および目標は弱体化状態に
なる。（セーヴ・終了）。
戦術的優位◆[死霊]
戦術的優位を得ている敵に対して、1d6[死霊]の追加ダメージを
与える。
Cローズ・ハリケーン/薔薇の竜巻
（標準；遭遇）
近接範囲・爆発3；＋8対反応；3d8＋4[死霊]ダメージ。
属性：混沌にして悪 言語：共通語。
筋力：14（＋5）
敏捷力：16（＋6）
判断力：12（＋4）
耐久力：14（＋5）
知力：10（＋3）		
魅力：14（＋5）

グール（Ｇ） 4 体

レベル 5 雑魚
中型・自然・人型（アンデッド） XP50

イニシアチブ：＋8 感覚：
〈知覚〉＋2；暗視
HP：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC:21 頑健：18 反応：20 意志：17
完全耐性：[毒]、[病気]；抵抗[死霊]10；脆弱性；[光輝]5
移動速度：8、登攀4
mクローズ/爪
（標準；無限回）
＋12 対.ＡＣ ； 5ダメージ。
属性：混沌にして悪 言語：共通語
技能：<隠密>＋11
筋力：14（＋4）
敏捷力：19（＋6）
判断力：11（＋2）
耐久力：15（＋4）
知力：10（＋2）
		
魅力：12（＋3）

戦術
姉妹たちは裏切り者であるリエンヌを真っ先に殺そうとする。
ニルギーナは離れた位置から、シュリーク・オブ・ペイン やハウル
などの遠隔攻撃を使用して冒険者を攻撃する。エレノアはシュラウ

ド・オブ・ザ・グレイブ の効果範囲内に仲間をおさめつつ呪いの太
刀を敵に浴びせていく。最初に登場するグールの雑魚は４体である。
もし、黒い石柱が破壊されていなければ、毎ラウンド裂け目からグー
ルの雑魚の増援が出現する。（最大４体までしか登場できないこと
に注意）。

このエリアの情報
照明：明るい光。

血：床を流れる血はヌルヌルしている。血の描かれたマスを通っ
て突撃または疾走をしたキャラクターは難易度１５の < 軽業 >
判定をせねばならない。失敗すると、最初に入った血の描かれ
たマスで転倒し、伏せ状態になる。
穴：この暗く深い穴に落ちると、浅い水たまりのある６０フィー
ト下まで真っ逆さまである（6d10 ダメージ）。
穴：この暗く深い穴に落ちると、浅い水たまりのある６０フィー
ト下まで真っ逆さまである（6d10 ダメージ）。
裂け目：この裂け目は、シャドウフェルへとつながる黒き転移門
（ポータル）である。冒険者が黒い石柱を破壊していなければ、
毎ラウンド、この裂け目のそばの魔法陣からグールが出現する
（最大４体まで）。
財宝：真紅に彩られた紅玉。
長女ニルギーナは床に倒れ臥しながらも、その心臓はなお脈打っ
ている。力強く鼓動する音が静まり返った神殿
内に反響する。彼女の左胸のあたり、何かが炎
のように煌々と照り輝いている。手をかざすと、
彼女の胸から巨大な宝玉が空中に浮かびあがっ
た。そして、手をかざした者の掌にぴったりと
おさまる。それは、まるで炎のように鮮やかな
魔力の結晶だ。宝玉の内部では様々な色彩のエ
ネルギーが渦を巻いている。ニルギーナの身体
は完全に動きが停止した。姉妹の亡骸は砂塵と
なり床に吸い込まれて消えていく。
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■エンディング

「地下神殿の祭壇の下を調べると、さらに下の階層へと続く
階段が現れる。内側を覗くと、階段は道の途中で、落石によっ
て阻まれている。この階段の向うからは、冒涜的で、人を震
えあがらせる類の恐怖が漂ってきている。もしかしたら、人
間やエルフやドワーフといった種族が地上に住むよりも遥か
な太古からこの地上を支配してきた名状しがたい存在が長き
眠りについているのかもしれない。
いつの日か、冒険者である君たちはさらなる地下へと潜っ
て行く機会もあることだろう…。
埃と黴に覆われた地下神殿から抜け出して地上に出ると、
新鮮な空気が肺に入りこんでくる。穏やかに白んだ明け方、
君たちは急いで城館をあとにした。そして、森のなかを進む
途中、この森へ入り込んだ時に出会った環状列石のある場所
へとたどり着いた。長い年月の風雨にさらされ、石碑に書か
れている文字は磨り減っており、まったく読み取ることは出
来ない。しかし、今なら君たちはそこに書かれていることが
なんとなく分るような気がした。これまで冒険者たちが経験
してきた様々な出来事は、この黒い石碑が長い年月のうちに
見てきた夢のほんの一部だったのかもしれない。
見晴かす山々の頂き。爽やかな風が木々の梢を揺らす。懐
かしい故郷であるフォールクレストへ向けて君たちは足を踏
み出した。」

報 酬： 森 か ら 抜 け 出 し た 冒 険 者 た ち に、 ク エ ス ト 達 成 に よ る
750XP の経験値が与えられる。
― 劇終 ―
■ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

3レベル・アドベンチャー

『廃園の薔薇姉妹』
アドベンチャー製作：霧島 祐介
編集 /DTP : 上田 明（HobbyJAPAN）
■「 廃 園 の 薔 薇 姉 妹 」 は、2010 年 6 月 26 日 に 開 催 さ れ た、
HobbyJAPAN RPG コンベンションの「初心者対応コース」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。
● 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。
● 本アドベンチャーに掲載のダンジョン・マップ、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
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