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はじめに

フォメットが恩を着せようと与えられているが、彼自身はその
ことを大いなる屈辱と感じている。

本アドベンチャー・シナリオは「ダンジョンズ & ドラゴンズ第

・ミスティはドッペルゲンガー・アサシンで、イノーグフ信徒で

４版」8 レベル PC ６人向けアドベンチャーである。遊ぶためには、

ある。彼女の任務はラバールの暗殺である。彼女は先日、ノール

D&D 第４版の『プレイヤーズ・ハンドブック』『ダンジョン・マス

の一隊を率いてこの迷宮に挑んだが、そのときは魔法の迷宮と

ターズ・ガイド』が必要で、さらに基本的なコンポーネント（ミニ

ガーディアン達に阻まれ任務を果たせていない。そこで、迷宮

チュアとダンジョン・タイル）として D&D 第 3.5 版『ビキナーズ・

を踏破できる知恵を持っていそうな PC たちを雇い入れた。よっ

セット』と、それに追加してインチ四方のグリッドが引いてあるプ

て彼女は青竜のことを知らない。

レーンなマップ、グリッドが２×８の大きさのもの（マップの接続
に使用）が必要となる。なお、パーティーが 5 人構成の場合のクリー
チャー出現指針も列記してあるので参考のこと。

名前は「割り符」だが、実際には魔法の護符である。割り符に
はレベルが設定されており、1 ～ 3 レベルまでがある。いずれも "

あらすじ
PC たちは、女性のエラドリン

“割り符”

目を迷路模様が丸く取り囲んでいる ” 文様がつけられている。これ
ローグ・ミスティの依頼を受け、

悪名高いミノタウロス「バフォメットの蹄」ラバール退治に向う。
ミスティは最近ラバールの迷宮に挑んだが、迷宮の魔力に惑わ
されるうち片腕を奪われ、また仲間達は生死すら定かではない。
そんな中、PC 達は迷宮へと挑む。魔力による迷路と所々に住ま
うクリーチャー、そして知恵なくしては通過できない迷宮を抜け、
ラバールと対峙する PC たち。

を持つもの（＋その仲間）は、割り符のレベルに応じ、後述の「霧」
「幻影の迷宮」の影響を受けなくなる。

１LV：木製。下士官が所持。霧を半径 10 マスまで晴らす、霧に
よる方向感覚喪失効果を無効化する。

２LV： 銀製。士官 or 神官（部族長、神官、ミノタウロスなど）
が所持。1LV 効果に加え「幻影の迷宮」による方向感覚喪失効
果を無効化する。

だが、ラバールを退治すると彼の魔力によって作られていた迷

３LV：ラバールの額に刻印。各割り符はここから魔力を写し取る

宮は消え、封じられていた青竜が開放される。青竜は 10 年の長き

形で作成されている。1,2LV 効果の他、「幻影の迷宮」を作成し

に渡って封じ込められていたことに怒り狂っている……。

たり移動したりできる。

背景

“霧”

・ミノタウロスのラバールは 10 年ほど前、突如として海岸沿いの

霧が、ラバールの住み処を中心に 2km ほど（天候により変化）

洞窟に住み着き、バフォメットから授かった魔力で付近を迷宮

の広さで常に発生している。この霧により住み処近辺は「霧降岩礁」

となした。

と呼ばれる。霧は魔法により発生しており、人の方向感覚を狂わせ

・洞窟は今や様々なクリーチャーの棲家となり、付近の住民に被
害を及ぼしている。

る作用がある。そのため、この近海では多くの船が座礁し、以来近
隣を通行する船は霧を大きく迂回して航行するようになった。

・ラバールはバフォメットの命を受け、青竜タービュラント・ラ

霧は気温や降雨不足に関わりなく、効果範囲内に常に一定の密

イダーを迷宮に閉じこめている。バフォメットは自分が苦手と

度で漂っている。この霧は範囲内に良好な遮蔽を提供する。すなわ

している水界への攻撃のために青竜を使おうと彼を幽閉し、手

ち、1 マス以上先を見通すことはできず、また 1 マス先でも〈知覚〉

なづけようとしているが、今のところその企ては成功していな

には－５のペナルティを受ける。隣接したクリーチャー以外の存在

い。

を見ることはできず、隣接していても攻撃の際には遮蔽を受ける。

・青竜タービュラント・ライダーは、かつてこの近海を根城とし、
貿易船を襲っては貪る海魔と恐れられていたが、ある時バフォ

加えて、この魔法の霧の中では方向感覚を失う。
この霧の中でも迷わず進むためには複雑度 2（成功 6 回・失敗 3

メットの目に留まり、その迷宮に捕らわれてしまった。現在、

回：各難易度 14：〈知覚〉〈自然〉〈魔法学〉）の技能チャレンジに

彼はラバールの迷宮の奥の海水湖に一人住んでいる。食料はバ

成功しなければならず、失敗するといつのまにかランダムな方向に
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進んでしまう（たいていは霧の外に出てはじめて気がつく）。
ラウンドごとの判定が必要なら〈地下探検〉〈自然〉〈知覚〉の
いずれかで難易度 16 に成功する必要がある、とする。失敗したら
ランダムな方向に進んでしまう（壁沿いに進むなどすれば迷わずに
進める）。

“ラバールの住み処”
ラバールは海岸沿いの洞窟（かつてのドワーフの神殿跡）に手
を加えて自らの住み処としている。住み処はバフォメットにより授
けられた「絶えることのない霧」と「幻影の迷宮」により守られて
いる。この「霧」により、ラバールの住み処の場所を正確に知るも
のはラバール一味以外にいない。
「霧」
「迷宮」のいずれも、ラバールが作成できる護符（“ 割り符 ”）
により無効化できる。
「幻影の迷宮」：ラバールの能力により作られた幻影の壁や通路
による迷宮。何も考えずに進入すれば、同じところをいつまでも堂々
巡りさせられる。とはいえ床や壁の様子を時間をかけて丹念に調査
すれば脱出することは不可能ではない（後述）。

“ラバール”
ミノタウロスの神秘主義者。バフォメット信徒のチャンピオン。

ミスティ ドッペルゲンガー・アサシン
中型・自然・人型（シェイプ・チェンジャー）
イニシアチブ：＋13 感覚：
〈知覚〉
＋10

レベル8 奇襲役
XP

HP：69；重傷：34
AC23；頑健18、
反応21、
意志21
移動速度 6；
✦
ダガー
（標準:無制限）
［武器］
+13 対 AC；1d4+5
✦
ハンド・クロスボウ
（標準・無制限）
［武器］
+12 対 AC；1d6+9
シェイプシフター・フェイント
（マイナー・無制限）
+11 対 反応；使用者は使用者の次のターン終了時まで、対象
に対する戦術的有利を得る。
✦［魅了］
クラウド・マインド
（標準；維持・マイナー；遭遇毎）
近接噴射5；+11 対 意志；使用者は対象に対し不可視を得る。
対象は使用者が能力を維持する間、使用者が攻撃するか、され
るまで不可視のままである。
戦術的優位
戦術的優位を得ている際、攻撃に+2ｄ6の追加ダメージ
✦［変身］
チェンジシェイプ
（マイナー・無制限）
ドッペルゲンガーは中型のヒューマノイドであればあらゆる
もの（個人も含む）に身体を変異させることができる。
属性：悪
言語：共通語
技能：
〈はったり〉+15，〈看破〉+12、〈盗賊〉+14
【筋】１２（＋５）
【敏】２１（＋９）
【判】１２（＋５）
【耐】１５（＋６）
【知】１３（＋５）
【魅】１９（＋８）
装備：ダガー、ハンドクロスボウ
た。彼女は可能であれば戦友たちを救いたいと考えている。

かつてもっと内陸の岩山地方に居を構え、頭目として広い範囲を支

ミスティは基本的にウソをつかない。不必要なウソはそれを露

配していたが、バフォメットの命を受け海岸部へ進出、青竜タービュ

見させる原因になることをよく知っているからである。ラバールの

ラント・ライダーを自らの迷宮に封印している。

迷宮に関しても、そこに進入したいきさつなどの説明にはほとんど

現在でも頭目としての名声は衰えておらず、配下のゴブリノイ

ウソはない（「言わずにいること」はたくさんあるが）。しかし必要

ドやミノタウロスに命じて周辺の居留地や商隊を襲ったりしている

ならウソをつく（〈はったり〉＋ 15）ことをためらわないし、PC

ため、賞金首となっている。またバフォメット信者としてイノーグ

を切り捨てて逃亡することも平気でできる。

フ信徒を根絶やしにするという誓いを標榜し、また守り続けている
ため、イノーグフ信者達から命を狙われている。

装備の美醜に無頓着なのはドッペルゲンガーゆえ。現在の姿は
彼女が冒険者として街で活動するときによく使う形態である（彼女
はエラドリンが美しく、またその容姿がどれくらい交渉に有用かを

“ミスティ ”
エラドリンのローグ。美しい金髪と白い肌、優美な体型を誇る
美女。しかしかっこうには無頓着で、野暮ったい装備と飾りっ気の
ない武器を装備している。

よく知っている）。よって、振る舞いに不自然な点はほとんど感じ
られないし、この姿でのコネやネットワークも有している。
●正体がばれたとき
冒険中、彼女は正体がばれると無理に押し通そうとはせず、正

現在、彼女の左手は失われている（失われた左手は変身能力に

直にそれを認める。ただし自分がイノーグフ信者であることは伏せ

よるもので、自在に元に戻すことが可能である。これは PC の同情

る。それが人間にどんな悪いイメージを与えるかを知っているから

を買うため、また自分の能力を知らせないためのミスティの策であ

である。

る )。1 週間ほど前、彼女はラバールの洞窟に挑んだが、迷宮に迷
ううちに撃破され、命からがら逃げ出した。その際、仲間を捕らわ

そして悪びれることもなく、冒険を継続しようとする。
「あら、私は確かにエラドリンのかっこうをしているけど、それ

れている。自らの目的を果たすため、彼女は再度ラバールの迷宮に

がどうかしたの？

挑もうとしている。

バールを倒すことで、それができれば報酬が払われる。それにウソ

実際にはミスティはドッペルゲンガー・アサシンである。イノー
グフ信徒である彼女はこれまでも無数のバフォメット信徒を狩り出
しており、教団内での信望も厚い。

あなたたちの仕事は私の仲間を助けることとラ

はないわ。あなた達に教えた情報にもウソはないわよ」
「依頼主は……そうね、“ ラバールに恨みのある権力者 ” ってと
ころかしら。仕事柄、これ以上は言えないの」
「エラドリンのかっこうをしてない、“ 素顔 ” の私がお願いしたら、

先日彼女は 5 名のイノーグフ信者（ノール 4 名、人間 1 名）と

あなた達は私の依頼を受けてくれたかしら？」

ともにラバールの迷宮に進入したが、銀の割り符を手に入れられず、

「なら、改めてお願いするわ。私の仲間達を助けてくれて、ラバー

迷宮をなんとか進もうとするうちに守備兵と遭遇して撃退された。

ルを倒してくれた時の報酬を、さらに 500gp 積み増しましょう。」

その際、ミスティ以外の仲間は捕らえられたが、彼女はとっさにホ
ブゴブリンに変身し、あるいはクラウド・マインド能力で難を逃れ



〈交渉〉により、最大 +750gp までは引き出せる。ミスティの〈交
渉〉は＋ 15 である。
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PL への PC の内容説明、各 PC/PL の自己紹介が終わったあたりで、
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難易度 30：ラバールの出現とときを同じくして、かの海岸線を
支配していた青竜タービュラント・ライダーが姿を消した。ラ
バールがかの青竜を倒し、付近の支配権を奪ったという。

ハンドアウト１を渡す。その後、以下の説明を読み上げる。

PC 達は 8 レベルに至るまでの冒険を共にし、互いのことを
よく見知っている。
ミスティは街の酒場で休息していた PC 達に「手助けをし

[ミスティへの質問]
ミスティは自分をエラドリンのローグであると名乗る。想定質
問は以下の通り。

て欲しい」と依頼してきた。彼女は最大ひとりあたり 3000pg
もの報酬を提示していた。
君たちはその依頼を引き受け、小さな漁村からいままさに
出発しようとしているところである。
シナリオでは都合上、すでに迷宮最寄りの漁村ハルボート ( 民家

「なんでラバールを倒そうと思ったの？」
：
「賞金がかかってるのよ、
知らないの？」「もちろんそれだけじゃなく、奴はこの地方の邪
悪なヒューマノイドの頭目よ。奴がいると困る人が大勢いるわ」
「仲間は何人だった？」：「私を入れて 6 人。レベルはまちまちで、

が数軒あるだけのごく小さな村なので、冒険者向きの買い物などは

7 レベルのレンジャーやファイターもいたわ……ああ、みんなま

できない ) に到着している。

だ生きていて……」

しかし、そこにいたるまでにミスティに質問、あるいは街で情
報収集を行ってきたとして、以下のチェックを行ってよい。

〈事情通〉
『バフォメットの蹄』ラバールは海岸線に根城を持つ、
難易度 10：

「どこから金が出るの？」
：
「稼いでいたお金を街に預けてあったの。
まさかこんなことに使うなんて思ってもみなかったけどね」（ウ
ソ。彼女は金など払う気はない。ラバールを殺し、仲間を救出
したら逃げる気全開である）

人型クリーチャー達の頭目である。彼の首には 3000gp の賞金
がかかっている。

難易度 15 : ラバールの “ 霧 ” は “ 割り符 ” と呼ばれる鍵があれば

「少し報酬を前貸りできない？」：「うーん、1 割、つまり 300gp
までなら」（先払いしてもらっても買い物はできない点に注意）

通り抜けられる（配下の下士官はみなこれを持っている）。

難易度 25:“ 割り符 ” は魔法の護符で、これを持つものはラバール
の住み処を守る霧や迷宮で迷わず済むらしい。

〈宗教〉
難易度 15：バフォメットは「獣のプリンス」とも呼ばれるデー
モンロードで、ミノタウロスの守護デーモンである。

難易度 20: ラバールはバフォメットに “ 選ばれしもの ” であると
いう。かのデーモンロードはラバールに「あらゆるものが迷う

「割り符は持ってる？」
：
「この前の冒険で木の割り符は手にいれて、
洞窟には入れたの。でもそのあと迷宮で迷ってるうちに……」
「いっしょに来ない方が良くない？」：「いいえ、どうしても連れて
行ってもらうわ。確かにこの腕じゃ役には立たないかも知れな
いけど、私は一度迷宮に入った経験があるし、迷宮で捕まって
いる者を見つけても、あなた達には誰だか区別がつかないでしょ
う？」（ただし、迷宮内では彼女は何もしない）

迷宮を作成する魔力」を与えたという。

〈魔法学〉
難易度 20 : ラバールが迷宮にかけている魔法は ” 割り符 ” と呼ば
れる鍵があれば通り抜けられる（配下の下士官はみなこれを持っ

「迷宮はどんな様子だった？」
：
「噂通り霧に包まれていたわ。けど、
この護符があれば霧は大丈夫。迷宮はドワーフの神殿跡だった
んだけど、ラバールの魔力で中が変えられていたみたい。何度
も同じ部屋をぐるぐる回らされたあげく、取り囲まれて……」

ている）。

難易度 30: しかし、割り符のレベルにより入れるところと入れな
いところが分かれている。

「どうやって逃げたの？」
：
「ポーション・オヴ・ミミクリィ

(『冒

険者の宝物庫』参照：外見を別種族にする魔法のポーション ) で
とっさにホブゴブリンに化けて、そのまま逃げたの。」

〈歴史〉
難易度 15 : ラバールはかつて山岳地方の山砦を支配する部族の頭
目であったのが、10 年ほど前突如として下山、現在の位置に移
り住んだ。

難易度 20： これまでラバールの討伐隊が何度か編成されたが、
全て退けられた。これは彼の住み処にかけられた魔法で道に迷
ううちに各個撃破されたためだと言われている。

難易度 25: ラバールは放棄されたドワーフの神殿跡に住み着いて
いる。
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アドベンチャー・シナリオの開始
漁村で購入したボートに全員が乗り込み、出港したあたりから

●エンカウント1

（2104 xp）

※ここではあまり強くないエンカウントで、PC の小手調べ＆ PL
戦闘ルール確認を行うつもりでプレイすること。

冒険はスタートする。
出航後、以下の文を読む。

ミルクのように濃い霧の中を護符に守られて進むうち、突
然前方の霧がぽっかりと晴れた。見えた先にはホブゴブリン

海は静かに凪いでおり、慣れないボート捌きでもどうにか
問題なく進めそうだ。きらきらと輝く静かな水面を、ボート
は滑るように進む。
海岸線沿いに 1 時間ほども進んだころ、進行方向先に、霧

の一隊が街道をこちらに向って進んできているのが見える。
戦闘を進むホブゴブリンは仲間かと勘違いして手を挙げか
けたものを、PC 達の居住まいを見て武器を握り直した。
「て、敵だ！ 割り符が奪われているぞ！」

が塊となってわだかまっているのがみえる。
「あれが霧降岩礁。ラバールが、呪わしい神の力で作り上げ

ラバールの住み処近辺をパトロールするホブゴブリンの一群。

た魔法の霧よ。あれに無数の兵士が迷わされ、ゴブリノイド

：ホブゴブリンの戦闘隊長 (4)

どもに切り刻まれて死んでいった……」

：ホブゴブリンの戦士 (8)（レベル 8 雑魚）

ミスティが忌々しげに、吐き捨てるように呟く。

（PC が 5 人の場合でも同じエンカウントを使用のこと）

船は霧の中に入り込むが、まるで透明な力場に覆われてで
もいるかのように、一行のボートの周囲を霧がよけていく。
差し渡り 50ft ほどの大きさでぽっかりと霧が晴れ、一行は潜
む岩礁に引っかかることもなく安全に航行することができた。
「この前、敵から奪っておいたこれのおかげよ」
ミスティは懐から木製の粗雑な護符のようなものを取り出
した。それは「目を迷路模様が丸く取り囲んでいる」文様の
焼き付けられたペンダントで、薄く赤茶けたシミが付いてい
た。
しばらく進むと、すでに廃村と化した漁村に行き当たった。
かろうじてはしけが浮いているだけの港にはあちこちに破壊
された船が沈んでいるが、一艘だけ無事なボートがくくりつ
けられていた。
「……私はあれに乗ってここまで来たの。そして帰りは命か
らがら、陸路で逃げ帰った。今回は、帰りにあのボートも使
えるようだといいわね……」と自嘲気味に呟く。
「さあ、行きましょう」とミスティは懐から古ぼけた地図を
取り出す。
「10 年前のものよ。それから先――ラバールがこの忌々し
い霧を作り出してから新しい地図はないけど、この地図の地
形とほとんど変わってなかったわ……書いてある村が全て滅
んでいたけどね」
地図はおおざっぱなものだが、街道と現在 PC のいる漁村、
その周辺の小村、そして目的地である『古ドワーフ神殿跡』
が赤インクの丸で囲んである。
ドワーフ神殿跡について質問があったら〈歴史〉難易度 20 で「海
岸線の岩山に 100 年ほど前放棄されたドワーフの神殿跡がある」
ことを思い出す。

ホブゴブリンの戦闘隊長
レベル5 兵士役（指揮）
中型・自然・人型
XP200
イニシアチブ：＋8
感覚：
〈知覚〉＋5；夜目
HP：64；重傷：32
AC21（ファランクス・ソルジャーにより23）；頑健21、
反応18、
意
志19
移動速度 5
✦
スピア
（標準；無限回）
［武器］
＋12 対 AC；1d8＋5ダメージ。リード・フロム・ザ・フロン
トも参照。ホブゴブリンの戦闘隊長は機会攻撃をヒットさせ
た際に1マスのシフトを行なうことができる。
タクティカル・ディプロイメント／戦術的展開
					
（マイナー :再チャージ⑤⑥）
近接範囲・爆発5；爆発の範囲内のすべての味方は3マスまで
のシフトを行なえる。
リード・フロム・ザ・フロント／前線での指揮
ホブゴブリンの戦闘隊長の近接攻撃が敵にヒットするたび、
すべての味方はその敵に対する攻撃ロールとダメージ・ロー
ルに＋2のボーナスを得る。この効果はホブゴブリンの戦闘
隊長の次のターンの終了時まで持続する。
ホブゴブリン・リジリアンス／ホブゴブリンのしぶとさ
（即応・対応、このホブゴブリンがセーヴによって終了させら
れる何らかの効果を受けたとき；遭遇毎）
このホブゴブリンは、トリガーとなった1つの効果に対して、
即座に1回のセーヴィング・スローを行なうことができる。
ファランクス・ソルジャー／密集陣形
このホブゴブリンは、少なくとも1体の味方のホブゴブリンに
隣接している限り、ACに＋2のボーナスを得る。
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン語
技能：
〈運動〉+12、〈歴史〉+10、〈威圧〉+7
【筋】２０（＋７）
【敏】１４（＋４）
【判】１６（＋５）
【耐】１６（＋５）
【知】１２（＋３）
【魅】１０（＋２）
装備：プレート・アーマー、ヘヴィ・シールド、フレイル

[戦術]
ホブゴブリンの戦闘隊長は全員が死ぬまで戦うが、ホブゴブリ
ンの戦士はホブゴブリンの戦闘隊長が死んだら霧の中に逃げようと
する。

この際、行軍隊形をはっきりさせるため、スクエアシートにフィ
ギュアを配置しておくこと。
ミスティは基本的に隊列の中央にいる。これは “ 割り符 ” の効果
を最大限に有効にするためである。要求されれば（そしてその理由
が妥当であれば）“ 割り符 ” を他 PC に渡すこともあるだろう。



ホブゴブリンの戦闘隊長の一人（おそらくはリーダーだろう）
は首から木製の札を下げている。「目を迷路模様が丸く取り囲んで
いる」文様が焼き印されており、ミスティが持つのと同じものだ。

ラバールの迷宮
ホブゴブリンの戦士
レベル8 雑魚
中型・自然・人型
XP88
イニシアチブ：＋7
感覚：
〈知覚〉＋5；夜目
HP：１；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC22（ファランクス・ソルジャーによりAC24）；頑健20、
反応18、
意志18
移動速度 6
✦［武器］
ロングソード
（標準；無限回）
＋10 対 AC；６ダメージ
ホブゴブリン・リジリアンス／ホブゴブリンのしぶとさ
（即応・対応、このホブゴブリンがセーヴによって終了させら
れる何らかの効果を受けたとき；遭遇毎）
このホブゴブリンは、トリガーとなった1つの効果に対して、
即座に1回のセーヴィング・スローを行なうことができる。
ファランクス・ソルジャー／密集陣形
このホブゴブリンは、少なくとも1体の味方のホブゴブリンに
隣接している限り、ACに＋2のボーナスを得る。
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン語
技能：
〈運動〉+9，〈歴史〉+5
【筋】１９（＋７）
【敏】１４（＋５）
【判】１４（＋５）
【耐】１５（＋５）
【知】１１（＋３）
【魅】１０（＋３）
装備：スケイルアーマー、ライトシールド、ロングソード
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ダンジョンの構造
ダンジョン内は特記ない限り、天井まで 15 フィートの総石造り
で、経年や災害によって崩落している場所もあるものの、基本的に
はしっかりした作りである。ドアなどは木製で、新しく作られてい
るものも少なくない（いずれも DMG 第４版に掲載されているもの
と同等品）。
ダンジョン内には所々に消えずの松明が配置されており、光源
に困ることはない。しかし、ダンジョン内には外と同様 “ 霧 ” が充
満しており、割り符が無ければ視界が通らない等の不具合が生じる
（壁づたいに歩くことで方向感覚の喪失は免れる）。
ダンジョン内はドワーフの作った仕掛けと、ラバールの魔法の
幻影を巧妙に組み合わせた構造になっており、知らずに踏み込んだ
ものは同じところをぐるぐると回らされることになる。この幻影は
レベル 2 の “ 割り符 ” で消え去る。
各エリアは 25 フィートの距離の 10 フィート幅の通路で連絡し
ている。また、各部屋の出口には通常頑丈な木製の扉が作りつけら
れている。

ラバールの迷宮

筆者注）本アドベンチャーでは、基本的には『ビギナーズ・セッ

霧の中を 1 時間ほど進むうちに、ごつごつとした岩場に行

ト』のダンジョン・タイルを使用します。以降の文章では「３

き当たる。遠目からは人の手の入っていない自然な岩場のよ

B ↑；→↑←→」等というように表記し、
「3B のタイルを、“ ３

うにみえるが、その場に立ってみると岩が巧妙に切られ、あ

B” という表記が PC の進行方向に向くように配置する」こと

るいは崩されて作り上げられた 10ft ほどの太さの道が続いて

を示します。これが「3B →」なら「マップの “ ３B” という

いることに気がつく。霧を通した薄暗い明かりの中でも、大

表記が PC 進行方向右側になる」と読んでください。また、“；”

勢が今も行き交いしていることが一目でわかるほどたくさん

以降に↑→などの表記がある場合は「そっち側に通路が通じ

の足跡が残されている。

ている」ことを意味します。上の例（；→↑←→）であれば

「ここからはちょっとアップダウンが激しくなるわよ」

4 方向全てに通路が通じている、ということになります。ま
た、表記の都合からマップの No. が正常に読める向きを「上」、

道はごつごつとして歩きにくく、ミスティの言葉通り起伏が激

以降「右側」「左側」「下」などと表記します。

しくて進むうちに疲労が蓄積されていく。

●エンカウント：起伏の激しい道 （400xp）
全 PC は〈持久力〉チェック（難易度 15）を行うこと。
失敗した者は回復力が１減少する。

部屋1：入口（１A→；↓→）
かつてのドワーフの城砦らしい、しっかりとした石造りの
門がつくりつけられているが、長い年月の間に崩落したもの
か、今は天井から落ちた、あるいは壁から剥がれたり倒れた

“ 割り符 ” で霧を押しやるように進むうち、道が突如として
切り立った岩壁に行きあたる。
ミスティが壁の一端に指を差し向けた。そこには水の枯れ
た滝があるだけのように見えたが、目をこらすとそこが人工
的に作られたゲートと、そして隠された入り口であることに
気がついた。
「さあ、ここからが本番よ。この前来たときは、この迷宮で
迷わされ、私のパーティはずたずたにされた。あなたたちの

りしてできた瓦礫に覆われている。
瓦礫の向こうには、やはり石造りの大きな門があるが、扉
は開いており、その向こうには霧に満たされた通路が続いて
いる。
入り口に積まれた瓦礫の上に、血にまみれた毛皮のボロく
ずのようなものがわだかまっている。ぴくりとも動かぬそれ
はあたりに猛烈な血の臭いと腐臭をまき散らしており、君た
ちが近づくと何匹かのネズミが驚いて逃げ出していく。

冒険者としての腕、見せてもらうわ。」
迷宮の入り口には歩哨は立てられていなかった。
巧妙に岩山にカムフラージュされた、ドワーフの手になる
という迷宮の入り口は、壮麗なドワーフ細工によって彩られ
ていたが、風化と破壊によってあちこちが崩落していた。
入口に近づくにつれ、むっとする獣臭が鼻をつく。

かつてのドワーフの城砦だったころの入り口がそのまま利用さ
れている。瓦礫が転がっている部分は移動困難になっているが、そ
れ以外は障害になるようなものはない。
瓦礫の上の「ボロくず」は〈自然〉難易度 20 に成功することで、
なんとか「ノールだったモノ 3 体」であることがわかる。捕まった末、
戯れに残忍な拷問を受けたのであろう、全ての主立った関節は逆を
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向き、無事な指は一本も残されていない。死体の上には、食いカス

置の起動痕等を見つけている。そういったものをうまく辿れば、

や反吐、痰などで汚された聖印らしきものが載せられている。
〈治療〉

なんとか迷宮を抜けることができるかも知れない。しかし捜索

難易度 20 で、死体は 1 週間ほど前のものであるとわかる。〈宗教〉

には時間がかかり、前回はその捜索中に敵の集団と遭遇して全

難易度 15 でそれはイノーグフの聖印であるとわかる

滅した（ミスティはなんとか隠れて難を逃れた）。
ルール的にはレベル 8（簡単 8、標準 14、困難 19 ：難易度

イノーグフ：「ノールのプリンス」とも言われるデーモンロー

は明かさないこと！）、複雑度 3（成功 8 回・失敗 3 回）の技能チャ

ドの一人。アビスの 1 層を支配し、ノールとグールを従える。

レンジに成功しなければならない。このとき、使用できる技能

バフォメットとは長い闘争を繰り広げている。

は〈知覚〉〈地下探検〉〈魔法学〉〈宗教〉のいずれかである。

ミスティ「……どうやら他の侵入者の亡骸みたいね。」

以下の情報は難易度以外は PL に明らかにして良い。

なお、死体はミスティと共に侵入してきた者たちだが、ミスティ

〈知覚〉（難易度：標準 14）痕跡を発見、辿ることで出口を探る。

はそのことをおくびにも出さない（実際、たいしたことだとは認識

成功回数にカウント。集団で行なう場合、技能援護を行える。

していない）。

援護の失敗は失敗にカウントしない。援護によるボーナスは＋ 8

霧で満たされた通路（割り符があれば霧は消えていく）の突き

まで。判定に失敗した場合、失敗をカウントした上で迷宮の罠
を作動させてしまいランダムに選んだ PC2 人の回復力回数が 1

当たりには木製の扉が見える（→部屋２へ）。

部屋2：泉の部屋（4B→；↑←↓）
古ぼけた石造りの部屋には、門のところよりも濃く獣臭に
満ちている。水をちょろちょろと流し続けている給水槽が音
を立てる他は物音は聞こえない。

回消費される。
〈魔法学〉（難易度：困難 19）幻覚の仕組みを判断。成功回数にカ
ウント。失敗した場合、失敗にカウント。
〈地下探険〉（難易度：標準 14）ドワーフの仕掛けを判別し、迷宮
を見破る。成功回数にカウント。失敗した場合、失敗にカウント。

マップ左と右、下には通路が続き、大きな木製の扉で行き

〈宗教〉（難易度：困難 19）バフォメットやミノタウロスの伝承か

どまっている。

ら傾向を判断する。成功／失敗にはカウントしないが、他者の

この部屋には泉がある。作りつけられていたドワーフ王の像は

行なう〈魔法学〉、〈地下探険〉に＋ 2 の修正を与える。

破壊されているものの水は汚されておらず、普段から使われている
痕もある。また、床には食い物のカスや曲がったやじり、折れた武
器などが散乱している他、目立ったもの・役立ちそうなものはない。

また、このアドベンチャー・シナリオでの追加ルールとして、
PC は技能チャレンジにおける挑戦を「ターン制」でカウントする。

ここからすでに「迷宮」ははじまっている。この部屋に入った
ものは、2 レベルの「割り符」を持たない限りどの入り口から出て
も（＝今入ってきた通路を戻っても）部屋 3 に進む。部屋 2 と部
屋 3 は 50ft の通路によって連絡しており、どちらにも木製の扉が

[ターン制技能チャレンジ]
1 ターンに各 PC は「チャレンジ」
「援護」
「パス」のどれかを行う。
「チャレンジ」は前述の 4 つの技能のどれかでチェックを行うこ
とである。正否はそのままカウントされる。

ついている。
この部屋にはじめて入った際には以下の説明を行う。

「援護」は「チャレンジ」を行う PC1 人に + ２のボーナスを与え
られる。ただし、これにはチャレンジと同じ技能での同難易度の

●エンカウント:幻覚の迷宮

（500xp）

チェックに成功するか、別技能（PC が関連ありそうな技能を自由

この迷宮を突破してラバールのところに向うには、基本的に 2

に考えて良い。『〈歴史〉で過去の英雄がこういうダンジョンを突破

つの方法がある。PC 達には「ミスティからの話」として以下の説

するのに何をしていたかを思い出します』など）での困難：難易度

明を聞かせる。

19 へのチェックに成功する必要がある（こちらは失敗してもカウ
ントされないし、何らペナルティもない）。ただし、こうした別技

１）2 レベルの “ 割り符 ” を手に入れる
迷宮自体は 2 レベルの割り符があれば無事通過できることが

能での援護はチャレンジ全体を通して１人 1 回しか行えない。
DM はかかったターン数と、チャレンジの正否を記録すること。

わかっている。なので、護衛軍指揮官を倒すなどして、彼の 2

チャレンジに 8 回成功するか、成功までに 4 回失敗するか、ある

レベルの割り符を手に入れる。毎日夕暮れ頃にパトロールが迷

いは 5 ターン目に入った時点でイベントが発生する（後述）。

宮を出てそこらを一回りしているのはわかっているので、夕方
まで入り口に潜んでそのパトロールを待ち伏せし、指揮官を倒

技能チャレンジは部屋 2 以降のどの部屋でも、PC が「はじめる」
と宣言すればどの部屋からでも開始できる。

せば割り符は得られるだろう。ただし、2 レベルの割り符を持つ
指揮官はほとんどがミノタウロスらしく、危険が多いと言うこ
とで、前回ミスティ達はその手段を取らなかった。

[技能チャレンジとかかったターン]
技能チャレンジは上述したように「判定に 3 回失敗するまえに
8 回成功する」ことで解決される。

２）迷宮の幻覚と仕掛けを何とかして見破る
この前の探索の際、ミスティ達は迷宮内に無数の生活痕や装



つまり、3 回の失敗が先行したらその時点で失敗とみなされる。
その場合、一行は「間違った部屋」に移動し、部屋 2 または 3( 今

ラバールの迷宮
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いる部屋の “ となり ”) でミノタウロス・パトロール隊と戦うことに
なる（後述）。
また、ターン数が 5 ターン目に入った時点で、PC のいる部屋の
隣の部屋のほうから「パトロール集合！」といった声に続き、点呼
の声が聞こえ、6 ターン目終了時には隣の部屋からミノタウロス・
パトロール隊が進入してくる。その場合、戦場は PC が技能チャレ
ンジをはじめた部屋となる。
6 ターン終了時までに 8 回のチェックに成功したら、部屋 4 に
移動する。

●ミノタウロス・パトロール隊(遭遇2)
（1866xp）
・ミノタウロスの戦士
・オーガの遊撃兵
・ホブゴブリンの戦闘隊長 (2)

ホブゴブリンの戦士（７）
レベル8 雑魚
中型・自然・人型
XP88
イニシアチブ：＋7
感覚：
〈知覚〉＋5；夜目
HP：1（ミスではダメージを受けない）；重傷：－
AC22；頑健20、
反応18、
意志18
移動速度 ６
✦
ロングソード
（標準；無限回）
［武器］
＋10 対 AC；６ダメージ。
ホブゴブリン・リジリアンス／ホブゴブリンのしぶとさ
（即応・対応、このホブゴブリンがセーヴによって終了させら
れる何らかの効果を受けたとき；遭遇毎）
このホブゴブリンは、トリガーとなった1つの効果に対して、
即座に1回のセーヴィング・スローを行なうことができる。
ファランクス・ソルジャー／密集陣形
このホブゴブリンは、少なくとも1体の味方のホブゴブリンに
隣接している限り、ACに＋2のボーナスを得る。
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン語
技能：
〈運動〉+9，〈歴史〉+5
【筋】１９（＋７）
【敏】１４（＋５）
【判】１４（＋５）
【耐】１５（＋５）
【知】１１（＋３）
【魅】１０（＋３）
装備：スケイル・アーマー、ライトシールド、ロングソード

・ホブゴブリンの戦士 (7)
（PC5 人の場合、ホブゴブリンの戦闘隊長を 1 人にする）
ミノタウロスの戦士
中型・自然・人型
イニシアチブ：＋7

感覚：
〈知覚〉
＋14

レベル10 兵士役
XP500

HP：106；重傷：53（フェロシティも参照)
AC26；頑健27、
反応21、
意志23
移動速度 5
✦［武器］
バトルアックス
（標準；無限回）
＋16 対 AC; １ｄ10＋６ダメージ、目標はミノタウロスの戦士
の次のターン終了時までマークされる。
✦
ゴーリング・チャージ／角突撃
（標準；無限回）
［武器］
突撃を行う；＋17 対 AC；1d6＋6、対象は伏せ状態になる。
フェロシティ／凶暴性
（ヒット・ポイントが0まで減少した時）
ミノタウロスの戦士は1回の近接基礎攻撃を行なう。
属性：悪
言語：共通語
技能：
〈地下探検〉+12、〈威圧〉+11、〈自然〉+9
【筋】２３（＋１１） 【敏】１０（＋５）
【判】１４（＋７）
【耐】１８（＋９）
【知】９（＋４）
【魅】１３（＋６）
装備：スケイル・アーマー、ヘヴィ・シールド、バトルアックス

オーガの遊撃兵
レベル8 遊撃役
大型・自然・人型
XP350
イニシアチブ：＋8
感覚：
〈知覚〉＋4
HP：91；重傷：45
AC22；頑健22、
反応20、
意志18
移動速度 ８
✦
クラブ
（標準；無限回）
［武器］
間合い２；＋13 対 AC;1ｄ8＋４(スカーミッシュも参照のこ
と)。
✦［武器］
ジャベリン
（標準；無限回）
遠隔10/20；＋13 対 AC；1ｄ8＋４
✦
ハーリング・チャージ／投擲突撃
（標準・遭遇毎）
［武器］
オーガの遊撃兵はジャヴェリンによる1回の攻撃の後に突撃
を行なう。
スカーミッシュ／機動戦闘＋1d8
オーガの遊撃兵が自分のターンにおいて、ターン開始時にい
た場所から4マス以上離れた場所まで移動したなら、次の自分
のターンの開始時までに行なうすべての近接攻撃は＋1d8ダ
メージを与える。
属性：混沌にして悪 言語：共通語、巨人語
技能：－
【筋】１８（＋８）
【敏】１４（＋６）
【判】１１（＋４）
【耐】１９（＋８）
【知】４（＋１）
【魅】６（＋２）
装備：ハイド・アーマー、クラブ、6本のジャヴェリンが入った筒

ホブゴブリンの戦闘隊長
レベル5 兵士役（指揮）
中型・自然・人型
XP200
イニシアチブ：＋8
感覚：
〈知覚〉＋5；夜目
HP：64；重傷：32
AC21（ファランクス・ソルジャーにより23）；頑健21、
反応18、
意
志19
移動速度 5
✦
スピア
（標準；無限回）
［武器］
＋12 対 AC；1d8＋5ダメージ。リード・フロム・ザ・フロン
トも参照。ホブゴブリンの戦闘隊長は機会攻撃をヒットさせ
た際に1マスのシフトを行なうことができる。
タクティカル・ディプロイメント／戦術的展開
					
（マイナー :再チャージ⑤⑥）
近接範囲・爆発5；爆発の範囲内のすべての味方は3マスまで
のシフトを行なえる。
リード・フロム・ザ・フロント／前線での指揮
ホブゴブリンの戦闘隊長の近接攻撃が敵にヒットするたび、
すべての味方はその敵に対する攻撃ロールとダメージ・ロー
ルに＋2のボーナスを得る。この効果はホブゴブリンの戦闘
隊長の次のターンの終了時まで持続する。
ホブゴブリン・リジリアンス／ホブゴブリンのしぶとさ
（即応・対応、このホブゴブリンがセーヴによって終了させら
れる何らかの効果を受けたとき；遭遇毎）
このホブゴブリンは、トリガーとなった1つの効果に対して、
即座に1回のセーヴィング・スローを行なうことができる。
ファランクス・ソルジャー／密集陣形
このホブゴブリンは、少なくとも1体の味方のホブゴブリンに
隣接している限り、ACに＋2のボーナスを得る。
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン語
技能：
〈運動〉+12、〈歴史〉+10、〈威圧〉+7
【筋】２０（＋７）
【敏】１４（＋４）
【判】１６（＋５）
【耐】１６（＋５）
【知】１２（＋３）
【魅】１０（＋２）
装備：プレート・アーマー、ヘヴィ・シールド、フレイル

[戦術]
ミノタウロスを中心に打撃戦中心の戦術をとる。ホブゴブリン
の戦闘隊長はイニシアチブを遅らせながら指揮官能力でミノタウロ
スやオーガを移動させ、各々の能力を最大限に使えるようふるまう。
また、いずれも死ぬまで戦う ( 親衛隊である彼らは、ラバールは
きょうじ

敗戦よりも怯懦を疎んじることを知り尽くしているのである )。
ミノタウロスを倒すことでレベル 2 の割り符を入手できる。ど
の部屋でも、割り符を入手するとその場で「木の扉」が消えて全て
石の扉になったり、通路だったところが突然なにもない壁になった
り、といった光景が見られる。
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そして、ミスティが割り符を持って「ラバールのもとへ」
と呟くと、その部屋のドアのどれかが銀色に輝く。
「これが銀の割り符の力。どの部屋からでもラバールの部屋
に繋がるの。さあ、最後の部屋よ。準備して。」

●遭遇３

（1700xp）

・ミノタウロスの戦士
・ハーピー
・骨棘のスケルトン (5)
（PC5 人の場合、骨棘のスケルトンを 1 体減らす）

扉を開くと「ラバールの部屋」へ移動（転送）となる。

部屋3：通路（2B↑；→↑←→）

石造りの通路だが、古くなった通路は所々が崩れ、瓦礫と

化している。とはいえ通行には問題なさそうだ。
所々広い場所があり、そこで生き物が生活していたような
痕跡が残されている。
あたりは静かだが、遠くからは笑い声や吠え声、さざめき
といったものが、どこからともなく聞こえてくる。
目立ったもの・役立ちそうなものはない。
全ては魔法による幻覚であり、レベル 2 の割り符があればこの
通路は消失する。

ミノタウロスの戦士
レベル10 兵士役
中型・自然・人型
XP500
イニシアチブ：＋7
感覚：
〈知覚〉＋14
HP：106；重傷：53（フェロシティも参照)
AC26；頑健27、
反応21、
意志23
移動速度 5
✦
バトルアックス
（標準；無限回）
［武器］
＋16 対 AC;1ｄ６＋６、対象はマークされる。
✦［武器］
ゴーリング・チャージ／角突撃
（標準；無限回）
突撃を行う；＋17 対 AC；1ｄ６＋６、対象は伏せ状態になる
フェロシティ／凶暴性
（ヒット・ポイントが0まで減少した時）
ミノタウロスの戦士は1回の近接基礎攻撃を行なう。
属性：悪
言語：共通語
技能：
〈地下探検〉+12、〈威圧〉+11、〈自然〉+9
【筋】２３（＋１１） 【敏】１０（＋５）
【判】１４（＋７）
【耐】１８（＋９）
【知】９（＋４）
【魅】１３（＋６）
装備：スケイル・アーマー、ヘヴィ・シールド、バトルアックス

どの通路も 50ft 向こうにドアがある。どのドアも部屋 2 のマッ
プ下（泉の正面）に通じている。こうしてドアを開いて部屋 2 に
移動した場合、振り返ってもドアの向こうにかつての部屋は見えな
くなる（霧に包まれ、入れなくなる；つまり部屋 2 から部屋 3 に “ 進
入 ” はできても “ 戻る ” ことはできない）。

部屋4：護衛部屋（３B←；↓）
部屋に入るドアの前で〈知覚〉難易度 16 に成功すると、甲高い
声の女と野太い声の男がぺちゃくちゃしゃべっている声が聞こえ
る。「……はうまいぞ」「でも……はそれほどでも……」「いやいや、
お前は……」などとグルメ談義に花を咲かせているようだ。
〈知覚〉が 30 を超えているなら……の部分に「エルフ」とか「ハー
フリング」と言った険呑な言葉が混ざることに気づく。

ドアの向こうはドワーフの玄室と思しき部屋だった。30ft
以上の高さの天井のある墓廟はドワーフの勇者と思しき石像
に守られ、いくつかの石棺がならんでいる。しかしいまや墓
所は穢し尽くされ、祭壇には汚物がぶちまけられている。また、
部屋の隅には人間だったと思しき死体が血だらけ・傷だらけ
で転がっている。
そして、部屋には大きな斧を持つミノタウロスと、甲高い
声でおしゃべりしているハーピィとがいた。ミノタウロスの
胸には銀色の小さな板が揺れている。“ 割り符 ” だ。
「フン、また侵入者か。こないだの奴らよりは、楽しませて
くれるのだろうな」
唇をゆがませながら、ミノタウロスが立ち上がる。さっと
手を挙げると、石棺や瓦礫の影からスケルトン達が立ち上が
り、武器を構えた。
「どうだろうねえ？ こないだの連中はあっという間に切り
刻まれて倒れちゃってたけど！ おっかしいの！ 捕まって
拷問されてる間もずーっと “ いのーぐふさまぁ、いのーぐふさ
まぁ ” って！ キャハハハハ！」



ハーピー
レベル6 制御役
中型・フェイ・人型
XP250
イニシアチブ：＋5
感覚：
〈知覚〉＋5
HP：71；重傷：35
AC20；頑健17、
反応17、
意志19
抵抗：［雷鳴］10
移動速度 6、飛行8（飛行時劣悪）
✦［武器］
クロー／爪
（標準；無限回）
＋11 対 AC；1d8＋2ダメージ。
アルーアリング・ソング／心を奪う歌
✦
				
（標準；維持・マイナー；無限回）
［魅了］
近接範囲・爆発10；聴覚喪失状態のクリーチャーはこれに
完全耐性を有する；＋12 対 “意志”；目標は3マス引き寄せら
れて“動けない状態”になる（セーヴ・終了）。
ハーピーがこのパワーを維持した際には、この効果に対して
まだセーヴを成功させていない目標はみな、さらに3マス引き
寄せられて“動けない状態”になる（セーヴ・終了）。
デッドリィ・スクリーチ／恐るべき絶叫
✦［雷鳴］
					
（標準；再チャージ⑤⑥）
近接範囲・爆発4；＋12 対 “頑健”；1d6＋4［雷鳴］ダメージ、
目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。
属性：悪
言語：共通語
技能：
〈隠密〉＋10
【筋】１５（＋５）
【敏】１５（＋５）
【判】１４（＋５）
【耐】１５（＋５）
【知】１０（＋３）
【魅】１９（＋７）
装備：－
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レベル5 暴れ役
XP200

骨棘のスケルトン
中型・自然・自律体（アンデッド）
イニシアチブ：＋5
感覚：
〈知覚〉＋4；暗視
HP：77；重傷：38；ボーンシャード・バーストも参照のこと
AC17；頑健16、
反応16、
意志15
完全耐性：
［毒］、［病気］
；抵抗：
［死霊］10；脆弱性：
［光輝］5
移動速度 6
✦
シミター
（標準；無限回）
［死霊］、［武器］
＋9 対 AC；1d8＋3ダメージ（クリティカル時は1d8＋11）お
よび5点の［死霊］ダメージ。
✦［死霊］
ボーンシャード／骨棘
（標準；無限回）
＋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）。
ボーンシャード・バースト／骨棘噴射
（重傷になった時
✦
およびヒット・ポイントが0以下になった時に使用）
［死霊］
近接範囲・爆発3；＋8対“反応”；2d6＋3［死霊］ダメージ。
ハーピーがこのパワーを維持した際には、この効果に対して
まだセーヴを成功させていない目標はみな、さらに3マス引き
寄せられて“動けない状態”になる（セーヴ・終了）。
属性：無属性 言語：－
【筋】１６（＋５）
【敏】１６（＋５）
【判】１４（＋４）
【耐】１７（＋５）
【知】３（－２） 【魅】３（－）
装備：シミター

[戦術]
基本的にはミノタウロスが突撃、スケルトンがそれを支え、ハー

時身じろぎし、時折紋章――それはバフォメットの聖印だろ
う――の形を描き出した。
そして、祭壇のむこうに立つ、牛頭の人影が君たちに気が
ついたのだろう。じとり、と侵入者をねめ付ける。
「フン、また新しい生け贄が届いたか。しかしその割り符
……我が配下の誰かを倒したと言うことか。油断はできぬな
……者ども！」
威厳と知性に満ちた声で命じられた配下のものたちが一斉
に立ち上がる。そこには祭壇に捧げられた遺体が炎に包まれ
た、奇怪なアンデッドも含まれていた。
牛頭の神官――ラバールは笑いながら、自らもバフォメッ
トの紋章が象眼されたメイスを抜き、軽く素振りする。枯れ
枝を振るようなスピードで振り回された鉄塊が空気を切り裂
く音が響く。
「戦いこそが我らが宿命！ 戦いこそが我らが喜び！ 我が
神殿に足を踏み入れた勇者どもを手厚く歓待せい！」

●遭遇４

（2200xp）

・ミノタウロスの神秘主義者

ピィは上空に飛んでアルーアリング・ソング で前線を崩す。ハーピィ

・ホブゴブリンの戦闘魔道士 (2)

以外は死ぬまで戦う。ハーピィはミノタウロスが倒れた時点でさら

・燃え盛るスケルトン (6)（ただし hp1 の雑魚として扱う）

に上昇し、天井そばの狭い穴に入り込んで外に逃げ出す。

・ガーゴイル (2)

前回ミスティらを撃退したのは彼らである。部屋に転がってい

（PC5 人の場合、ガーゴイルを 1 体にする）

る人間の死体は、ミスティが前回連れてきたウィザードである（す
でに原形を留めていないが､ かろうじて刺青や服の色で判別がつい
た）。なお、金目のものは全て奪われている。

[地形]
祭壇（マップ上の赤く血塗られている部分）には火の玉が浮か
んでいる。この中央の 2 × 2 のエリアに進入した、あるいはター

ミノタウロスの持つ銀の板には「目を迷路模様が丸く取り
囲んでいる」文様が彫り込まれており、鈍い光沢を放っている。

ンを開始したものは火の玉に触れ、[ 火 ]10 と [ 死霊 ]10 のダメー
ジを同時に受ける。ただし視界の妨げ等にはならない。

ミスティが割り符を持って「ラバールのもとへ」と呟くと、
さっき入ってきたドアが銀色に輝きだした。
「これが銀の割り符の力。どの部屋からでもラバールの部屋
に繋がるの。逆に言えば、ラバールはどこの部屋にでも行け
るってことだけど。」
「さあ、最後の部屋よ。準備して。」
扉を開くと「ラバールの部屋」へ移動となる。

ラバールの部屋（３A→＋４A↑；↓）
３A のタイルにある４×４の呪文タイルの次に直接４A をつな
ぎ、さらに４A 下の壁をすべて床タイルに差し替えて一つながりの
大きな部屋にする）

扉を開くと銀色の光が背後から溢れだし、一瞬の浮揚感を
感じる。気がつくと、君たちは広間のような場所に立っていた。
この時点で、マップ下の魔法文字の書かれたスクエアに PC の駒
を配置すること。

通路の奥には一段高くなった、血で染まった舞台のような
ものがあり、そこには生け贄と思しき無数の死体と、その上

ミノタウロスの神秘主義者
レベル13 制御役（指揮）
中型・自然・人型
XP800
イニシアチブ：＋7
感覚：
〈知覚〉
＋16
バフォメッツ・ブーン／バフォメットの恵み オーラ10；オーラ
の範囲内でターンを開始する味方は、突撃の際、攻撃ロールに
＋2のボーナスを得る。
HP：129；重傷：63（フェロシティも参照)
AC27；頑健29、
反応24、
意志26
移動速度 6
グレート・カースト・メイス／大いなる呪いのメイス
✦［死霊］［武器］
					
（標準；無限回）
＋15 対 AC, １ｄ10＋ ６ダメージ＋１ｄ６［死霊］ダメージ。
✦［武器］
ゴーリング・チャージ／角突撃
（標準；無限回）
突撃を行う；＋17 対 AC；1ｄ６＋６、対象は伏せ状態になる
コール・アウト・ザ・ビースト／野獣を呼ばう
（標準；無限回）
遠隔10；射程内の重傷である味方1体は、その間合い内の敵1
体に対して近接攻撃を1回行なう。
✦
ホーンズ・オヴ・フォース／力場の角
（標準；無限回）
［力場］
射程5；＋18 対 AC;1d8＋3［力場］ダメージ、目標は2マス押し
やられる。
フェロシティ／凶暴性
（ヒット・ポイントが0まで減少した時）
ミノタウロスの神秘主義者は1回の近接基礎攻撃を行なう。
属性：混沌にして悪 言語：地獄語、共通語
技能：
〈地下探検〉+14，〈威圧〉+14、〈自然〉+16、〈宗教〉+12
【筋】２２（＋１２） 【敏】１２（＋７）
【判】１７（＋９）
【耐】１７（＋９）
【知】１３（＋７）
【魅】１６（＋９）
装備：ローブ、メイス

で赤々と輝く炎の玉が浮かぶ。炎は生きているかのように常
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ホブゴブリンの戦闘魔道士（２）
レベル3 制御役（指揮）
中型・自然・人型
XP150
イニシアチブ：＋5
感覚：
〈知覚〉
＋4；夜目
HP：46；重傷：23
AC17；頑健13、
反応15、
意志14
移動速度 6
✦
クオータースタッフ
（標準；無限回）
［武器］
＋8対AC；1d8＋1ダメージ。
ショック・スタッフ／電撃杖
✦
			
（標準；再チャージ:④⑤⑥）
［電撃］、［武器］
クオータースタッフが必要；＋8対AC；2d10＋4［電撃］ダメ
ージ。目標はホブゴブリンの戦闘魔道師の次のターンの終了
時まで幻惑状態となる。
フォース・ルアー／力場による誘引
✦［力場］
			
（標準；再チャージ:⑤⑥）
射程5；＋7対“頑健”；2d6＋4［力場］ダメージ。目標を3マス
まで横滑りさせる。
✦［力場］
フォース・パルス／力場噴出
（標準；再チャージ:⑥）
近接範囲・噴射5；＋7対“反応”；2d8＋4［力場］ダメージ。目
標は1マス押しやられ、伏せ状態になる。
ミス：半減ダメージ、目標は押しやられず、伏せ状態にもなら
ない。
ホブゴブリン・リジリアンス／ホブゴブリンのしぶとさ
（即応・対応、このホブゴブリンがセーヴによって終了させら
れる何らかの効果を受けたとき；遭遇毎）
このホブゴブリンは、トリガーとなった1つの効果に対して、
即座に1回のセーヴィング・スローを行なうことができる。
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン語
技能：
〈運動〉+12、〈歴史〉+10、〈威圧〉+7
【筋】２０（＋７）
【敏】１４（＋４）
【判】１６（＋５）
【耐】１６（＋５）
【知】１２（＋３）
【魅】１０（＋２）
装備：スケイル・アーマー、ヘヴィシールド、スピア

燃え盛るスケルトン
（６）
レベル5 砲撃（雑魚）
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
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ク
リーチャーは5点の［火］ダメージを受ける。
HP：1（ミスではダメージを受けない）；重傷：－
AC19；頑健15、
反応18、
意志15
完全耐性：
［毒］、［病気］
；抵抗：
［死霊］10；脆弱性：
［光輝］5
移動速度 6
✦
ブレイジング・クロウ／燃え盛る爪
（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）。
✦
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】１６（＋５）
【敏】１６（＋５）
【判】１４（＋４）
【耐】１７（＋５）
【知】３（－２） 【魅】３（－）
装備：―

[戦術]
ラバールは近接戦を好むが、猪武者ではない。スケルトンやホ
ブゴブリンに的確な指示を出し、PC を各個撃破するよう行動する。
ウォーチャンターないしラバールが呪文を唱えながら祭壇の火
の玉にお香のようなものを放り込む (6 マス以内：標準アクション )
度に燃え盛るスケルトン 2 体が火の玉から生み出され、他のスケ
ルトンと同イニシアチブで襲いかかってくる。
ガーゴイルはラバールの護衛であり、ラバールの背後を取ろう

とするものを優先的に攻撃する。
ガーゴイル（２）
レベル5 奇襲役
スケルトンは突撃（ラバールのパワーで強化される）で手近な
中型・元素・人型（地）
XP400
PC を攻撃しようとする。
イニシアチブ：＋11 感覚：
〈知覚〉＋12；暗視
HP：77；重傷：38
ラバールとの戦闘開始ラウンドから、ミスティは以下の行動を
AC25；頑健21、
反応19、
意志19
取る。
完全耐性：石化；抵抗：
［死霊］10；脆弱性：
［光輝］5
移動速度 6；飛行8；フライバイ・アタックも参照
クロー／爪
（標準；無限回）
１ラウンド目：懐から小さな瓶を取り出しクロスボウのボルトに
＋14対AC；2d6＋5ダメージ。
フライバイ・アタック／かすめ飛び攻撃
塗布。
（標準；ストーン・フォーム使用後に再チャージ）
２ラウンド目：マイナーでチョーカーにシェイプチェンジ、標準
ガーゴイルは最大8マスまで飛行し、その飛行の過程の任意の
アクションで「クラウドマインド」使用後、機会攻撃を恐れず
時点で1回の近接基礎攻撃を行なう。しかも目標からは機会
攻撃を誘発することがない。この攻撃がヒットしたなら、目
石の柱を天井まで移動する。
標は倒れて伏せ状態となる。
３ラウンド以降：極力ラバールを、無理なら護衛のガーゴイルに
ストーン・フォーム／石像形態
（標準；無限回）
このガーゴイルは石像と化し、すべてのダメージに対する抵
フェイントから攻撃。
抗25、再生3、振動感知10を得る。石像形態の間、その他の感
覚はすべて失い、本来の形態に戻る（これは1回のマイナー・
アクションである）以外のアクションは一切行なえなくなる。
最初のラウンドに塗ったのは毒（デーモンウェブ・テラーの毒：
属性：悪
言語：始原語
+18 対 頑健、継続ダメージ 10、減速、各防御値に－ 2 ペナルティ
技能：
〈隠密〉＋12
（セーヴ・終了））である。
【筋】２１（＋９）
【敏】１７（＋７）
【判】１７（＋７）
【耐】１７（＋７）
【知】５（＋１）
【魅】１７（＋７）
ラバールが死亡した時点で一番奥の壁の部分にマップ 1B ↑を設
装備：―
置し、次を読むこと。
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ラバールの巨体が音を立てて崩れ落ちると、ラバールの額
に焼き印された「目を迷路模様が丸く取り囲んでいる」文様
がスミレ色に輝きはじめる。
と、祭壇に浮かぶ炎が一瞬にして消失し、スケルトン達も
一斉に灰と化していく。
「イノーグフ神よ！ご照覧あれ！」
壁にへばりつき、クロスボウを構えたミスティが叫ぶ。
と、さっと柱から飛び降り、通路の方へと走っていく。
火の玉が消えると同時に正面の壁が突如として消え去り、
その向こうに拡がる大きな自然洞を露わにする。
潮の臭いに満ちたその自然洞には大きな潮だまりがあり、
そこからゆっくりと、青いウロコを持つ竜が姿を現す。竜は
怒りに満ちた黄色い目をギラギラと輝かせながらゆっくりと
潮だまりから這い出し、一声うなると祭壇に向けて雷球をた
たき込む。
「ラバール！ 儂を封印していた恨み、貴様を八つ裂きにし
てもまだ足らぬ！」
ここで各 DM は時間を確認すること。

青竜タービュラント・ライダー
セッションの終了まで残り1時間を切ってい
るようなら
以下を読みあげる。

青竜は部屋に這い出し、ラバールの死体を見つけると、ぐ
るる、とうなり声を上げ、さらにそこに雷球を 2 度 3 度とた
たき込んで完全に粉々にしてしまう。
そして、PC 達の方にゆっくりと目を向ける。
「……ふふん、どうやら貴様らが殺してくれたようだな。ご
苦労だった。儂はタービュラント・ライダー。青竜の王にし
て海岸線の覇王。こやつの奸計に嵌められて、長い時をこの
忌々しい迷宮で過ごすハメとなったところを、ぬしらのおか
げで解放されたと言うわけだ。
褒美に貴様らの命、預けおくぞ。」
青竜はそう言うと、つばさをひとつはためかせ、君たちを
かすめるようにしながら悠然と出口の方へ飛んでいく。

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

●遭遇５－１：アダルト・ブルー・ドラゴン
・アダルト・ブルー・ドラゴン（4000xp）
アダルト・ブルー・ドラゴン
（青竜）
レベル13 単独 砲撃役
大型・自然・魔獣（ドラゴン）
XP4,000
イニシアチブ：＋9
感覚：
〈知覚〉＋13；暗視
HP：655；重傷：327（ブラッディド・ブレスも参照）
AC30；頑健31、
反応28、
意志27
抵抗：
［電撃］20；セーヴィングスロー：＋5
移動速度 8；飛行10(ホバリング),野外飛行15
アクション・ポイント2
✦
ゴア／突き刺し
（標準；無限回）
［電撃］
間合い2；＋18 対 AC、1ｄ8＋6ダメージおよび1d6［電撃］ダ
メージ。目標は1マス押しやられ、伏せ状態になる。
クロー／爪
（標準；無限回）
間合い2；＋16 対 AC、1ｄ6＋6ダメージ。
ドラコニック・フューリィ／ドラゴンの怒り(標準;無限回）
ドラゴンは1回のゴア攻撃と2回のクロー攻撃を行なう。
ブレス・ウェポン／ブレス攻撃（標準；再チャージ⑤⑥）✦
［電撃］
このドラゴンが放つ電撃のブレスは、3体までのクリーチャ
ーを目標とすることができる；第1目標はこのドラゴンから
10マス以内にいなければならない。第2目標は第1目標の10
フィート以内に、第3目標は第2目標の10フィート以内にいな
ければならない。
+18 対 反応;2d12＋10［電撃］ダメージ。
ミス：半減ダメージ
＊この攻撃は機会攻撃を誘発しない
ブラッディド・ブレス／手負いのブレス
✦
（フリー；最初に重傷になったとき；遭遇毎）
［電撃］
ドラゴンのブレスは再チャージされ、即座にブレスを使用す
る。
フライトフル・プレゼンス／畏怖すべき存在
✦
（標準；遭遇毎）
［恐怖］
近接範囲・爆発5；目標は敵のみ；＋18 対 意志；目標はドラ
ゴンの次のターン終了時まで朦朧状態となる。
後効果：対象は攻撃ロールに－2のペナルティーを被る（セー
ヴ・終了）。
✦
ライトニング・バースト／電撃爆発
（標準；無限回）
［電撃］
遠隔範囲・爆発3；射程20マス以内；＋18 対 反応；２d6＋
4[電撃]ダメージ。
ミス：半減ダメージ
属性：悪
言語：共通語、竜語
【筋】２３（＋12）
【敏】１６（＋９）
【判】１４（＋８）
【耐】１９（＋10）
【知】１３（＋７）
【魅】１４（＋８）
装備：―

終了まで残り時間が1時間以上ある場合
青竜は部屋に這い出し、ラバールの死体を見つけると、ぐ
るる、とうなり声を上げる。
「フン、くたばりおったか……」
そしてその首をゆっくりと PC の方に向ける。
その目は怒りに血走り、口からはよだれが、そしてぱちぱ
ちと電気の火花が爆ぜているのが見える。

「かすめるように」なので機会攻撃も可能だが、青竜はそれを無
視して飛んでいく。（→エンディングへ）
移動を停止させられた場合のみ「……せっかくくれてやった命、
あたら散らすとは愚かな……」といいながら全力で襲いかかってく

「……この溢れる怒り、血でなくば贖えぬ。
貴様らが迷宮より儂を解放したのやも知れぬが、今ここに
おるのがおのれらが不運。
黙って我が牙に切り刻まれるがいい！」

る。この場合、青竜はアダルトのデータを使用する。
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●遭遇５－２：ヤング・ブルー・ドラゴン

エンディング

・ヤング・ブルー・ドラゴン（1250xp）

部屋にはラバールの所持していた宝物が大量に隠されてお
ヤング・ブルー・ドラゴン
（青竜）
レベル6 単独 砲撃役
大型・自然・魔獣（ドラゴン）
XP1,250
イニシアチブ：＋5
感覚：
〈知覚〉＋10；暗視
HP：296；重傷：148（ブラッディド・ブレスも参照）
AC23；頑健24、
反応21、
意志21
抵抗：
［電撃］15；セーヴィングスロー：＋5
移動速度 8；飛行10(ホバリング),野外飛行15
アクション・ポイント2
✦［電撃］
ゴア／突き刺し
（標準；無限回）
間合い2；＋11 対 AC、1ｄ6＋5ダメージに加えて1d6［電撃］
ダメージ。
クロー／爪
（標準；無限回）
間合い2；＋9 対 AC、1ｄ4＋5ダメージ。
ドラゴンズ・フューリィー／ドラゴンの怒り(標準;無限回）
ドラゴンは1回のゴア攻撃と2回のクロー攻撃を行なう。
ブレス・ウェポン／ブレス攻撃（標準；再チャージ⑤⑥）✦
［電撃］
このドラゴンが放つ電撃のブレスは、3体までのクリーチャ
ーを目標とすることができる；第1目標はこのドラゴンから
10マス以内にいなければならない。第2目標は第1目標の10
フィート以内に、第3目標は第2目標の10フィート以内にいな
ければならない3体までを対象とする；はじめの1体はドラゴ
ンの10マス以内、次の対象ははじめの対象から10マス以内、
3体目の対象は2番目の対象から10マス以内で選択する。
+11 対 反応;1d12＋5［電撃］ダメージ。
ミス：ダメージ1/2
＊この攻撃は機会攻撃を誘発しない
ブラッディド・ブレス／手負いのブレス
✦
（フリー；最初に重傷になった時点；遭遇毎）
［電撃］
ドラゴンのブレスは再チャージされ、即座にブレスを使用す
る。
フライトフル・プレゼンス／畏怖すべき存在
✦
（標準；遭遇毎）
［恐怖］
近接範囲・爆発5；目標は敵のみ；＋11 対 意志；目標はドラ
ゴンの次のターン終了時まで朦朧状態となる。
後効果：対象は攻撃ロールに－2のペナルティーを被る（セー
ヴ・終了）。
✦
ライトニング・バースト
（標準；無限回）
［電撃］
遠隔範囲・爆発2；射程20；＋11 対 反応；1d6＋4[電撃]。
ミス：ダメージ1/2
属性：悪
言語：共通語、竜語
【筋】２０（＋８）
【敏】１５（＋５）
【判】１４（＋５）
【耐】１８（＋７）
【知】１２（＋４）
【魅】１３（－）
装備：―

[戦術]
PC がなるべく大勢入る位置に来たらアクション・ポイントを使

り、いくつかのマジックアイテムの他に 7000gp 以上の貨幣
や宝石が見つかった。
狐に摘まれたような気分で宝を集め、迷宮 --- いまやそこは
単なる廃墟であったが --- を出ようと入口に向うと、入り口の
壁のところにクロスボウの矢で手紙が打ち込まれているのに
気がつく。
そこには『ゴメン、私お金ないの。地下の宝とラバールの
賞金で許して ミスティ』と書かれていた。
迷宮を出た PC 達の前には霧の吹き払われた海岸と、どこま
でも続くかに見える水平線、そしてその彼方へと沈みゆく夕
陽が映る。その美しい光景は、ラバールの恐怖の統治から逃
れたこの地方の平和を象徴するかのようだった。
その後、帰還した PC は土地の権力者から 3000gp の賞金を得る
ことができる。また、10 年にもわたって霧に包まれた土地を開放
した英雄として、地方に名を馳せることもできるだろう。
また、クエストを達成した君たちはモンスター経験値の他にク
エスト経験値として各々 600xp を得る。
[end]

「ラバールの迷宮」について
「ラバールの迷宮」は、2008 年 12 月 21 日に開催されたホビー
ジャパン D&D 第４版コンベンションにおいて、「D&D 第４版 初心
者対応」のセッション用に書き下ろされたものを、ダウンロード・
サービス用に更新したものです。
著作：石川

雄一郎

編集 / 監修 /DTP：上田 明 (HobbyJAPAN)
ダンジョンズ＆ドラゴンズ日本語版
公式ホームページ：http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/

用して「畏怖すべき存在」を使用する。また、攻撃は基本的に重装
甲のものを狙う傾向にある。
DM は PC の状態によって、ドラゴンの hp を 1/2 にする（彼は
長い拘禁により衰弱しているのである ) などの修正を加えても良
い。

「ふはははは、いいぞ、あがけ！ 猛き戦士との戦いのみが、
我が血のたぎりを沈めるのだ！」
倒せたらエンディングへ。
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ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

ハンドアウト１（PC全員向け）
クエスト xp:EL11
少なくとも依頼のひとつを達成する PC 人数× 600xp

君たちは、女性のエラドリン・ローグ ミスティの依頼を受け、悪名高
いミノタウロス『バフォメットの蹄』ラバール退治に向うことになった。
ラバールは 10 年ほど前、突如として海岸地方に君臨し、配下のミノタウ
ロスを使って周辺のゴブリノイドやオーク、オーガをまとめ上げた『暴君』
として知られている。
これまでも何度か討伐隊が組まれたが、いずれもラバールがバフォメッ
トから授かったという魔力により作られた迷宮により行く手を阻まれ、バラ
バラに分断された後各個撃破されていった。
かの軍勢により滅ぼされた村や町は数知れず、君たちの仲間にも討伐隊
に名乗りを上げてそのまま帰らぬものたちがいる。
ミスティは 1 週間ほど前、ラバールの配下から『割り符』と呼ばれる魔
法の鍵を奪い、迷宮内へ進入することに成功したが、不注意から進入を察知
され、彼女以外の全員を捕らわれてしまったという。彼女とて無事では済まず、
左手を失った。
彼女は目に怒りの炎を宿しながら、腕利きの君たちを探し出した。
君たちの任務は ①彼女の仲間の救出、②ラバールの撃破 である。
彼女は①が達成されれば一人あたり 1000gp を、②を達成すれば 1000gp を、
さらに両方を共に成し遂げたら、一人あたり追加で 1000gp を支払うことを
約束している。
ラバールの迷宮は船で海岸線沿いに進んだ後、「霧降岩礁」を 1 時間ほど
歩いたところにあるという。
街で情報を集め、装備を調えた君たちは、ミスティの用意した小舟に乗
り込み港を出た。
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