
このアドベンチャー・シナリオは、初心者あるいはほとんどプ

レイ経験のないプレイヤー向けに作られている。

プレイには、『シャドウフェル城の影』に収録のクイック・スター

ト・ルールか、『D&Dプレイヤーズ・ハンドブック第４版（PHB）』

が必要である。また、マップを『シャドウフェル城の影』付属のポ

スターマップから使用する。

キャラクターは、プレロールドのプレイヤー・キャラクター（PC）

として『シャドウフェル城の影』の 5キャラを使用することを想

定しているが、村やNPC の名前を変えることで別の世界でも、ま

た敵の数の増減等の調整で人数の増減に対応することも出来るだろ

う。シナリオは

第 1 遭遇）チュートリアル戦闘

	 マップ：平原の街道（ファイル付属）

第 2 遭遇）村人との会話（技能チャレンジ）

	 マップ：街（なくても可）

第 3 遭遇）敵の説得／戦闘

	 マップ：茨繁る畑（ファイル付属）

第 4 遭遇）峠の奇襲

	 マップ：街道 ( シャドウフェルのマップ )

第 5 遭遇）フェイワイルドの魔法陣

	 マップ：魔法陣のある川（シャドウフェルのマップ）

の順に展開する。

おのおのの遭遇の合間に小休憩を取ることができるし、また、

第 1・第 3遭遇後に大休憩を取る。第 1遭遇はチュートリアルの

ため一日毎パワーを使ってもらうために、「この戦闘が終わったら

全てリセット」という言い方で説明しておくとよい。

また、本ストーリーは『シャドウフェル城の影』の裏話的なも

のであり、狂言回しとしてドーヴェン・ストール（『シャドウフェ

ル城の影』の導入のひとつにおいて、PCは行方不明の彼を救出す

るために雇われる）が NPC として行動を共にする。一応 PC を率

いる立場（冒険の先生 or 雇い主）で参加しているので、PCがうま

く話が進められないと見られる際には、ダンジョン・マスター（DM）

はドーヴェンに話をさせてもよい。
　

旅の途中、茨の突然の繁茂に見舞われた村に行き当たった PCた

ちは、その元凶がもともと茨の精の住んでいた「茨ヶ峠」がゴブリ

ンたちにより占拠されたためであることを知る。

茨ヶ峠に向かった PCたちはゴブリンの群れを退
しりぞ

け、エラドリン

の青年と出会う。彼もまた、茨の問題を解決すべく峠にやってきた

冒険者だという。

青年は「峠にある茨の王の封印を解除すれば事件は解決する」

というが、その ” 封印 ” は茨の王、そしてフェイワイルドの力を吸

収してティアマトの写し身を物質界に降ろすものだった。

■茨
い ば ら ぎ と う げ

ヶ峠
古くから「妖精が現れる」「下手に立ち入るとトロルに食い殺さ

れる」「立ち寄ると妖精に迷わされ、二度と出られない」などと恐

れられている場所。人間はほとんど近づかず、手つかずの自然が残

されている。

実際に峠の近隣にはフェイワイルドに次元的に近い点がいくつ

もあり、そこを通じてフェイがやってきたり、逆にフェイワイルド

に紛れ込んだまま戻れなくなっている者もいる。

中心には「茨の王」と呼ばれる、自然ではあり得ない茨の巨木

が生えている。この木は茨の精をはじめとする近隣の精霊たちのよ

りどころであり、近隣に顕れるフェイワイルドの力の中心点でもあ

る。彼は次元界をつなぐ「穴」を介してフェイワイルドの力を得て

いる。また、峠から流れる川の水は植物を生長させる力を含んでい

るため、下流の地域は他所より小麦等の収穫高が大きいことが知ら

れている。

■茨の精　イバレラ
茨ヶ峠に定住する妖精。ルール的にはドライアドの一種だが、

茨の精として、以下の能力を持つ。
・小型サイズ：ハーフリング程度の大きさで、多くは女性型である。
緑の肌に深緑の髪、木の皮製の服を着ているように見える。
・茨の棘を飛ばして攻撃（無限回パワー・標準アクション）
・100 フィート以内の茨の茂みを通じてフェイ・ステップを行え
る（無限回パワー・移動アクション）
・茨を自分の棘から一晩で成木まで成長させる
・100 フ ィート以内に生きた茨が無いと生存できない	
（ルール的には離れている１分ごとに 10ダメージ）
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茨ヶ峠に潜む闇
茨ヶ峠にはかつて複数の茨の精が暮らしていたが、現在はサル

トゥス率いるゴブリンたちにより追い払われている（彼らは茨の茂

みを一つずつ焼き払い、あるいは塩や灰、油などを大量に撒いて枯

らしたのである）。

茨の精はやむなく峠を茨の茂みづたいに下り、バルドー村に茨

を生やして住み着いている。

■サルトゥス
エラドリンのウィザード。青いローブを着た美形の青年。

実はシャドウフェル城の主	カラレルから派遣された悪のウィ

ザードで、茨ヶ峠のフェイワイルドの力を吸収してティアマトの力

を物質界に呼び込む実験を行っている。

現在、率いてきたゴブリンを使って茨の精を追い立てることに

成功。「茨の王」を魔法陣で取り囲み、その力を吸い出す試験を成

功させつつある。

■ゴブリン
サルトゥスに率いられてきたゴブリン。シャドウフェル城に住

むゴブリンたちと同じ部族。サルトゥスを恐れており、極力命令は

守ろうとするが、士気は低い。また指揮官のゴブリンはマジックア

イテム “狼の口覆い ”の力により狼を集め、戦力として使用できる。

■バルドー村
片田舎の標準的な村。人口は 100 人ほどの小村で、多くは荘園

の小作農。村の付近一帯は国内有数の穀倉地帯のため、有力貴族の

荘園が多く、この村も荘園の代官が村長を兼任している。

ごく簡素な雑貨屋兼酒場兼宿屋『今年も豊作』亭がある他は、

20戸ほどの農家があるばかりである。

雑貨屋では武器・防具の類はなく、冒険用品（5gp 以下のもの）

がいくつか売っているだけである。唯一、食料だけはそれなりに豊

富で、通常食でも保存食でも 100 日分程度は入手できる。
　

	

マップ：平原の街道
【DMへ：プレイ指針】
この遭遇はプレイヤー（PL）にルールを認識してもらうための

もので、手順としては

(1) キャラクターシートの読み方 (hp、防御値など )

(2) 実際に移動してみる

(3) 技能の説明

(4) 実際に技能判定（〈知覚〉）

(5) 技能判定 (〈自然〉：段階別成功値 )

(6) 戦闘

の順に話を進める。PLたちがゲームの内容を理解しているなら、

多少内容を飛ばしながら進めても良い。

なお本書に置いて、次のように文字に色を敷いてある文章は、

DMが声を出して読む部分である。

PC たちは全員同じ街の出身で、まだ冒険者としては駆け

出しの一団である。現在君たちはドーヴェン・ストールとい

う商人兼学者兼冒険者という、なんとも奇妙な中年とともに

街道を下っている最中だ。ドーヴェンはある街へ調べ物をし

に行く護衛として君たちを雇い、現在はその帰り道である。

さて、それではここでそれぞれのキャラクターを確認して

みよう。

ここでは個々の PL にキャラクター・シートを確認してもらい、

冒険中どこを見ればよいかを理解してもらう。ひとつひとつ、どこ

に書いてあるかまでわかるようしっかり説明しよう。

【確認ポイント：説明】
hp：一般的なゲーム機で遊ぶ RPG なんかと同じ。0になると意識

不明。その後三回セーヴ ( 後述 ) に失敗すると死亡する。

AC、防御値三つ：君のキャラクターがどれくらい攻撃を受けにく

いかを示す。

移動力：一回の移動アクションで移動できるマス数。

基礎攻撃（近接・遠隔）：攻撃を命中させる力と、当たったときの

ダメージ量を示す。命中の方は、この値と D20 の目を加えて相

手の ACを超えられるかどうかで判定（あとで実地で練習する）。

ダメージはダイスの振り方を確認する。

パワー：そのキャラクターに備わる攻撃技。命中値とダメージ、

効果からなる。

技能：もう一つのPCの能力。普段どんなことが出来るか、例えば〈運

動〉ならジャンプ、〈自然〉なら動物の見分けを付ける、〈盗賊〉

なら鍵を開け、罠を解除する、など。

君たちには 1つずつ、自分のコマ（ミニチュア）が与えら

れている。戦闘中はこのコマで、自分のキャラクターがどこ

にいるかを示す。

　言いながら、PCを街道のマップ端に並べる。

さて、現在君たちは街道を歩いている。ではここで、1回

移動アクションをしてみよう。ドーヴェンは移動力が 6マス

なので、この位置（スタート位置）から 6マス移動する。縦、

横、ななめどの方向でも 1マスと数
かぞ

え、マップ上で△が付い

ている部分（移動困難地形）は 2マスと数える。

実際にドーヴェンのコマを移動する。その後、PL 一人一人に自

分のコマを移動してみてもらう。

移動が終わったところで、今度は技能判定の練習をしてみ

よう。まず、技能欄の〈知覚〉の欄を見てみよう。それぞれ「＋

○」という形で何らかの数値が書かれているはずだ。

D&Dでの多くの判定は、これらの値に d20 の目を加える

ことで判定される。PL は、それぞれダイスを振って合計を

DMに伝えること。

なお DMが許可する場面では、d20 を振るかわりに出目を

10として、技能値に＋ 10することで結果を代用できること

もある。ここで出目 10を行うことにしても良い。

DMは全員の達成値を確認すること。

1：街道にて（遭遇 1）
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茨ヶ峠に潜む闇

ここでは、合計が 15 を超えた人が、「かなり遠くから

“ウォーン”という遠吠えが聞こえてきた」ことを“知覚”する。

つまり、〈知覚〉技能というのはものを見たり聞いたりするこ

とがどれくらい出来るかをしめしたものだ。

さて、それではもうひとつ技能の使い方を練習してみよう。

今度は〈自然〉で技能判定を行おう。そして、合計値を覚え

ておくこと。

技能チェックの結果から、以下のことがわかる。

10 以上：この遠吠えは狼か大型の野犬であろう

15 以上：ときおり話はあるが、この街道では狼は珍しい。

20 以上：狼は遠吠えで連絡を取り合い、狩りの獲物を取り囲んで

襲う。

25 以上：最近、街道近辺でゴブリンが、狼を率いて隊商や農民を

襲っているという。

このように、ひとつのことだけでなく、段階別にわかるこ

とが変わる、つまり先の〈知覚〉のように目標値が決められ

ているものもあれば、達成値が高いほどいろいろな効果が現

れるチェックもある（〈知覚〉でも達成値によって見えるもの

が変わる場合もあることに注意）。

全員で足を止めて耳を澄ませば確かに狼の吠え声が聞こえ

てくる。狼の声はだんだんと近づきつつあり、包囲の輪が縮

まってきているかのようだ。

周りには隠れる場所もなく、やがて、チェックの必要もないほ

ど吠え声が近づいてきたとき、再度の〈知覚〉チェックを行う。難

易度 15を超えたものは、街道を PCに向かってまっすぐ下ってく

る一団を見つける。

小さな人影 5体と、２頭の犬のような生き物からなる一団

はばらばらと展開し、うれしそうな顔で矢を射かけてくる。

「ギャハッ！	また獲物！	二匹目のドジョウ！	待てば海路の

ひよこあり！」

大声で叫ぶ、人間の女ものとおぼしきハデなドレスをだぶ

だぶと体に巻き付けたリーダーらしきそいつは、口に粗雑な

作りの狼の口の張りぼてのようなものを付けている。そいつ

が狼そっくりな声でヴォウ！ワゥ！と鳴くと、従う二匹の狼

がさっと左右に分かれ、今にも飛びかかろうという姿勢を見

せる。

ここでは戦闘の手順を説明しつつ、PCに何ができるか、どうい

う仕事をすべきかを解説する。そのため、「この戦闘終了後、使用

したパワーや消耗品は全て初期状態まで回復する」旨を PL に伝え

ておくといいだろう。

戦闘ではおおまかに

敵の識別（モンスター知識判定）

　		↓

　イニシアチブ順

　		↓

　敵の種類（雑魚と非雑魚）

		　↓

　イニシアチブ順にアクション（標準・移動・

マイナー）

　攻撃（対	AC	or	防御値）判定

　ダメージ、効果

　		↓

　次の手番へ

という流れであることを説明し、PL 一人一人

にやってもらう。

各 PC毎に説明する内容が違うので時間がかか

るしダレがちになるが、「移動」「攻撃 or 突撃」「マ

イナーでできること」「範囲攻撃と遠隔攻撃」「殴

られてもかんたんには死なないからどんどん突っ

込む」というあたりを解説すると良い。また「ドー

ヴェンを守るのが君たちの仕事だよ !」と伝える

のも忘れずに！

・ドーヴェンはコモナーであり、hp20、AC14，

他防御値全てを 12とみなす。攻撃はせず、PCが

危なければ近寄ってキュアポーションを使う、と

してもよい。

・ただ、PL が初心者ならドーヴェンは「NPC な

ので素早く姿を隠した」として戦闘に含めない方

がいい。

（指）

（弓）

（弓）

（弓）

（弓）

（狼） （狼）

PC 初期位置
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茨ヶ峠に潜む闇
【敵の識別】
〈自然〉ロールを３回行う。

狼の口覆いのある小さい人影：ゴブリンの指揮官 1体　（指）

弓を持つ小さい人影：ゴブリンの弓兵 4体　（弓）

犬のような生き物：ウルフ 2匹＋毎ラウンド出現 2匹	（狼）

ゴブリンの指揮官	 レベル4　	エリート　指揮役	
小型・自然・人型生物	 XP	350
イニシアチブ ＋3	 感覚〈知覚〉＋8；夜目
hp：70；重傷：35
AC15、頑健15、反応13、意志14
移動速度：6

ショートソード（標準；無限回）◆[武器]
+9	対	AC；1d6+4ダメージ。	

ミス：近接する仲間が1回基礎攻撃を行う。
急所攻撃
ゴブリンの指揮官が戦術的優位を有する目標に攻撃をヒットさせ

たなら、追加で+1d6ダメージ。
卓越した戦術（即応・対応）
ゴブリンの指揮官への攻撃がはずれる。ゴブリンの指揮官と仲間

2体は即座にシフトを行う。
血のたぎり
重傷になると攻撃とダメージに+2。
属性 ：悪	 言語：共通、ゴブリン
技能：〈盗賊〉+10、〈隠密〉+10
【筋】	18（+6)	 【敏】14（+4)	 【判】13（+3)
【耐】15（+4)	 【知】11（+2)	 【魅】16（+5)

装備：チェインメイル、ショートソード、狼の口覆い（ゴブリン用
マジックアイテム）

ゴブリンの弓兵	 レベル1　雑魚	
小型・自然・人型生物	 xp	25
イニシアチブ	＋3	 感覚〈知覚〉＋１；夜目
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC15、頑健12、反応14、意志11
移動速度：６

ショートボウ（標準；無限回）◆[武器]	 	 	
+6	対	AC；5ダメージ。

ショートソード（標準；無限回）◆[武器]
+5	対	AC；5ダメージ。
急所攻撃
ゴブリンの弓兵が戦術的優位を有する目標に攻撃をヒットさせた

なら、追加で+3ダメージ。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリンの戦法
（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、ゴブリン	
技能	〈盗賊〉＋５，〈隠密〉＋５
【筋】14（＋2）	【敏】17（＋3）	 【判】12（＋1）
【耐】13（＋1）	【知】8（－1）	 【魅】8（－1）
装備：レザーアーマー、ショートソード、ショートボウ

ウルフ／狼	 レベル2　遊撃役	
中型・自然・動物	 xp	125
イニシアチブ	＋5	 感覚〈知覚〉＋7；夜目
hp：38	 重傷：19
AC14	 頑健12	 反応12	 意志11
移動速度：8
	バイト／噛みつき(標準；無限回)
＋7	対	AC；1d6+2ダメージ。
コンバッテ・アドヴァンテージ／戦術的優位
狼が戦術的優位を有する目標に対して行った攻撃がヒットしたな

ら、目標は伏せ状態になる。
属性 ：無	 言語：－
【筋】13（＋2）	【敏】14（＋3）	 【判】13（＋2）	 	 	
【耐】14（＋3）	【知】2（－3）	 【魅】10（＋1）

ウルフ／狼の雑魚	 レベル1　雑魚
中型・自然・動物	 xp	25
イニシアチブ ＋5	 感覚〈知覚〉＋7；夜目	
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC14、頑健12、反応12、意志11
移動速度：8
	バイト／噛みつき(標準；無限回)	
＋7	対	AC；5ダメージ。
属性 ：無	 言語：－
【筋】13（＋2）	【敏】14（＋3）	 【判】13（+2)
【耐】14（＋3）	【知】2（－3）	 【魅】10（＋1）

その他：毎ラウンド１匹ずつ新手として登場。登場したラウンド
は登場のみ。

【敵の戦術】
弓ゴブリンはスタート位置からはあまり動かず、適当に射撃（PC

が良い動きをしているならクレリックかウィザード、余りよく動い

ていないなら一番近い PC）する。

ウルフは近い PCに突撃。なるべく PCをリーダーに近づけない

ように機動。

ゴブリンの指揮官は自分の手番の最初でつねに「吠え声」を使用。

同時に戦場の４方のどれか（ランダム）から１頭のウルフ（雑魚）

が出現する (狼はマップに全部で 4 体までしか出現しない )。次ラ

ウンド、出現した狼の雑魚は指揮官と同じイニシアチブで、移動力

８を全力で活かして手近な PCに突撃する（狼の雑魚は特殊能力を

持っていない点に注意）。さらに、自身は手強そうな PC を近接攻

撃する。

ゴブリンの指揮官は重傷になると仲間に撤退を命じる。敵は ( 狼

含め ) 機会攻撃も構わずマップ端にむかって逃げ出す。

敵を全て倒すか、撤退させた時点で戦闘は終了する。

■クレジット／	Credit
1	レベル・キャラクター用アドベンチャー『茨ヶ峠に潜む闇」
著者：石川雄一郎	 	 編集 /DTP	:	上田	明（HobbyJAPAN）
HobbyJAPAN	輸入事業課	 http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/
〒 151-0053	 東京都渋谷区代々木 2-15-8	新宿 Hobby	ビル
カスタマーサービス	TEL:03-5304-9286
受付時間 :	月～金	13:00	～	18:00(	土日祝日除く )

■「茨ヶ峠に潜む闇」は、2009	 年 12	 月に開催された、
HobbyJAPAN	D&D	コンベンションの「初心者対応コース」、お
よび「レディスパーティー」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。
●	本冊子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。
●	本冊子に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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茨ヶ峠に潜む闇

一行の前には広大な麦畑が広がっている。青々とした、ま

だ若い麦の穂が揃って風にたなびく姿は緑の海原を思わせ

る。

その麦畑に一本の線のように敷かれた街道に沿って進むう

ち、海に浮かぶ島のような、薄汚れた小さな村の柵が見えて

くる。

ドーヴェン「あれがバルドー村だ。小さい村だがうまいシ

チューを出す店がある。ちょっと早いが休憩していこう」

やがて村に近づくと、広場でなにやら複数の人が言い争っ

ているような気配がある。

村の広場では手に手に農具を持った農民たちが、恰幅の良

い中年を取り囲んで「なんとかしてくれ」「これじゃ年貢も納

められん！」と大声を張り上げている。取り囲まれた中年は

もごもごと何かを口にするが、それはかえって農民たちの怒

りを煽っただけに終わったようで、彼らの張り上げる声が大

きくなるばかりだ。

「あんなわけのわからんものが生えてるところで作業なぞ

できるものか！」

「だったらお前が行ってこい！」

農民達の中には顔に包帯を巻いていたり、頭に細い木の棒

のようなものが刺さったりしているものがいる。

	

■技能チャレンジ
技能チャレンジとは第 4版 D&D になって導入されたもので、

いろんな技能を使って状況を解決するものだ。

この技能チャレンジは 1レベルのもので、パーティ全体で 3回

失敗するまでに 4回成功すればクリアとなる。

DMは、各難易度を PCに知らせないこと。

技能チャレンジ　レベル1：XP200

【使用する技能】
主技能　いずれも難易度 12

〈交渉〉：会話で落ち着かせる

〈治療〉：ケガをした人間を手当てして落ち着かせる

〈威圧〉：村人を脅して留める

〈はったり〉：適当なことを言ってうまく取り持つ

副技能　いずれも難易度 15　失敗してもカウントはしない。

成功すれば次の PCのチェックに＋ 2、失敗すれば－ 2。

〈自然〉：対象について説明を聞き、答える。

〈運動〉：殺気だった村人をとりあえずかき分ける。

また、他の技能でも使用法を思いつくものがあれば DMに言っ

てみよう。

DMはなるべく PL の意見を入れてあげるとよい。難易度は技能

の選択が適切なら 14，まあまあ 16，難しい 18～程度で適当に。

チャレンジに成功すれば以下の情報が、失敗してもドーヴェン

が「まあまあ」と取りなして次の情報を得られる（ただし、失敗し

たら経験値がもらえないことを伝えておくこと）。

村人達によると、「朝、畑に行ってみたらそれまで野菜が

植えられていたところに突然、茨が生えていた」

「とりあえず鍬と鎌とで茨を除けようとしたら、突然茂み

から 10センチもある木の棘が飛んできて刺さった」

「すごく痛い」

「あちこちの茂みががさがさ震えて、そこかしこから棘が

飛んでくるので怖くて逃げた」などと言っている。

村長「お、おお、そうだ！　あんたら冒険者じゃろ？　ど

うじゃろう、なんとか茨の始末を頼めんかいのう」

「ごらんの通りの小さな村じゃで、大した礼もできんが

……」

村長の提示する額は総額で 10gp ×人数。〈交渉〉で村長に勝て

ば 20gp までは上げられる（村長の〈交渉〉は＋ 6である）。時間

がないとか、あまりにゴネるようならドーヴェンが勝手に引き受け

ることにしてもいいだろう。

何を言う！　弱い人を守ることこそが冒険者の本分じゃな

いか！　報酬など二の次だ！　さあ、いくぞ！

副次クエスト：「茨の問題を解決する」　xp1000

※この時点で 2遭遇が終了しているので、PC各自はアクション・

ポイントを 1得る。

なお、ここで情報収集を行ったり、小休憩を取ることも可能で

あるが、大休憩はドーヴェンや村人に露骨に嫌な顔をされる（それ

でもできないことはないが）。

情報収集を行っても、ろくなことがわからない。村人たちも未

知の出来事に驚いており、「棘を飛ばす茨が今朝突然無数に畑に生

えた」以上のことはわからない。茨自体は畑の外にはいくらか生え

ているが、ちゃんと耕したところに出てくるとは思えないし、1晩

で生えるなんて聞いたこともない。

PCたちが紳士的に振る舞っているなら「過去にこのような話が

あった」「茨ヶ峠の茨の精を怒らせたもんがバチを当てられた、と

寝物語に聞かされた」と老人が教えてくれることにしてもよい。

２．バルドー村
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遭遇2－1：畑
マップ：畑＋茂み（オリジナル：書いても可）
なにもないマップに 15 フィート間隔で直径 10 フィート（4ま

す）の茨の茂みを書く（10個程度）。PCは一番端の茨から50フィー

トほど離れた位置から開始する。

畑はきれいに整備されており、青々と茂る小麦が膝より

ちょっと低いくらいまで伸びて、風にそよそよと揺れている。

整然と伸びた畝の中に、話通り、あちこちに直径 10フィー

トほどの茨の茂みが 15 フィートほどの間隔で点々と生えて

いる。

茨はどれも自然な形で繁茂しており、村人の言うように 1晩で

生えたとは思われない。

難易度 10の〈自然〉技能判定に成功すれば「そのようなことは

あり得ない」、20以上で「フェイの力でそういうことが起こること

が有り得る」と言うことがわかる。

どの茂みでも、10フィート以内に近寄れば、茂みに隠れている

茨の精イバレラが警告の意味で棘をその PCの足下に飛ばす（場所

は適当でよい）。

イバレラは茨の茂み間を移動アクションで〈隠密〉で隠れなが

ら自在に飛び回り、棘の射撃を行うことができる。その警告にもか

かわらずさらに近寄るようなら今度はその PC を狙って射撃する。

できれば毎ラウンド位置を変え、複数の「敵」がいるように見せか

けること。一度攻撃を始めれば、無害になるとイバレラが感じるま

で攻撃を止めることはない。また、必要なら（＝茨が致命的な攻撃

を受けそうなら）近接攻撃でも攻撃する。

そして、PCたちにはどこからともなく

「近寄るな！　ゴブリンと血のニオイがする！　串刺しに

するぞ！」

と声がする。

※	彼女は PC がゴブリンと闘った時の返り血などのニオイをかぎ

つけている

※ DMは彼女との戦闘が致命的であることを理解させるよう注意

すること。

イバレラ	 レベル9　遊撃役
小型・フェイ・人型(植物・ドライアド)	 xp	400
イニシアチブ ＋9	 感覚〈知覚〉＋12	
hp：92	 重傷：46
AC23、頑健22、反応21、意志21
移動速度：8、　茨の茂み間でのジャンプ

クロー／棘の生えた手（標準：無限回）
＋14	対AC；1d8+4ダメージ

棘とばし（最大3本・対象につき1本まで）	 	 	
＋14	対	AC　1d8+2ダメージ
属性：無	 言語：共通、エルフ	
技能：〈はったり〉＋10，〈真意看破〉	＋12、〈盗賊〉＋12
【筋】19（+8）	 【敏】17（+7）	 【判】17（+7）
【耐】12（+5）	 【知】10（+4）【魅】13（+5）
この際、茨に対しては

１．[ 火 ] または斬撃タイプの武器などで 30点以上のダメージを

与える。

２．６ラウンドかけて根を掘る：〈自然〉〈運動〉などで難易度 10

以上。

３．塩、酸など植物を枯らすものを撒く。

などの対処が可能である。

これらの行動を取って茂みが 1つ除去さ

れるか、あるいはなんとか茨の精に話しか

けようとする（この場合、敵意がないこと

を示す必要があるだろう）なら、PC達から

は 30フィート以上離れた茂みから、ハーフ

リングくらいの大きさの女の子が顔を出す。

しかしその肌は緑で髪も深緑、しかも不思

議なことに茨をすり抜けるようにして立っ

ている。

彼女は、女の子のような、しかしどこか

老婆の声にも聞こえる不思議な声で話す。

〈自然〉難易度 10で彼女がドライアドで

あること、15でドライアドの中でも特殊な

もの（小さい、棘を飛ばすなどの能力は普

通は持っていない）であることなどがわか

り、20 でパワー、25 で抵抗力と脆弱性が

わかる。

……お前達、ゴブリン……なのか？

（いぶかしげに）

でもニオイがするし。

ああ、似てるけどなんか違うと思っ

た。

で、何の用だ。
PC 初期位置
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イバレラは基本的に嘘はつかない。500 年ほどを経た精霊の常

として、尊大で老獪である。

次の★は、PCが聞かなくても話しておくほうがよい項目である。

★あなたは誰？

私は茨の精、イバレラ。茨の王から直々に名を授けられた、

名誉ある 88のドライアドの一人。

・村人が困っている

私も困っている。私の住み処がゴブリン達に襲われて、ど

うにかここに腰を落ち着けた。

★なんでここに来たの？

住み処をゴブリンに襲われた。奴らは火を使って私たちの

巣をしらみつぶしに焼き払った。茨がないと生きていけない

から、私たちは峠を下り、ここに下りてきた。

・どこか別の場所に行ってくれないか？

私は茨の精。だから、茨が生えていないと生きて行けない。

お前達は私に死ねというのか？

だいたい、この畑は川に流れる精霊の力で元気に繁茂して

いるんじゃないか。だったら畑の方がどこかに行くのが筋と

いうものだろう。

もしお前達がゴブリンを追い払ってくれるなら、元の場所

に戻る。私は茨からそう遠くは離れられないから、もう峠に

戻ることはできない……。

・報酬は？

お前達が私をここから出て行かせたいんだろう？　報酬を

払うのは私か？　お前達か？

だがもし、お前達が峠を解放してくれるなら、私はもちろ

ん茨の王もお前達に報酬は惜しまないだろう

・茨の王って？

我ら、茨の精の王だ。茨ヶ峠に立派な幹と葉を持つ、フェ

イワイルドの貴族にして我らを統べる王だ。

彼の力はフェイワイルドとこの世をつなぎ、我々がこの世

にいることを可能にしているともいう。だが、今はその力が

感じられなくなっている	……	こまった。

★どうすれば解放できる？

茨の王の力が、何か魔法の力で遮断されているのを感じる。

まずはそれを破壊してくれ。

（懐から緑色の水晶のようなものを取り出しながら続ける。）

そのあと、この精髄を茨の王に触れさせてくれ。そうすれ

ば私にはわかるから。

奴らが何で峠を襲ったのかはわからない。しかし、族長ら

しい背の高いゴブリンがなにやら指揮していた。あやつが何

かを知っていると思うんだが……。

・精髄って？

私たち精霊の力の結晶のようなものだ。私たちの魂のかけ

らと言ってもいい。おそらく魔法で茨の王は眠らされている。

であればこの力で目を覚ますことができるだろう。

★茨ヶ峠ってどこ？

向こうの方だ（川の上流のほうを指さす）。歩けば 2～ 3

時間と言ったところだろうか。よくわからん？　では……（と

精髄に触れる：精髄がうっすらと緑に輝き、弱い光をイバレ

ラが指さした方へ放つ）その光が示す方角に、我らが王がお

わす。

・力づくでも出ていってもらうぞ

おもしろい。冒険者風情が何をするのかは知らんが、私と

てむざとは殺されぬぞ。

戦闘になれば、まず PCでは太刀打ちできないだろう。しかしイ

バレラは、重傷にまでなれば “ ジャンプ ” によって PC の手の届か

ないところに移動（逃亡）する。

そうなれば茨を抜くのに邪魔をするものはいない。が、翌朝に

は同じ場所に、さらに多くの茨が生えているのを見ることになる。

その後、村に戻って事情を話すもよし、そのまま進むもよし。

ただし、これまでの戦闘で 1日毎パワーを使っていたりする場

合はドーヴェンが「ここは一休みしてから向かおう」などと水を向

けた方がいいだろう。

※ ここで可能なら大休憩を取り、小休憩と大休憩の差を説明して

おくとよい。

村に泊まるなら、酒場兼宿屋の『今年も豊作』亭（1日 1sp+ 食

事 2sp）か、あるいは村長宅の納屋（無料・食事も粗末なものが出る）

に泊まることになる。情報収集をするなら、〈交渉〉難易度 10 に

成功する度に以下のことがわかる（1人1日3回までチェック可能）。

※	順不同。PCの質問内容にあったものを選ぶこと。

・茨ヶ峠は昔から妖精の縄張りと言われ、うかつに近づくものは

いない。

・茨ヶ峠には茨が多く、それを傷つけるとバチが当たる。

・うかつに近づけばハグに皮を剥がれたり、トロルに喰われたり

するらしい。

・うかつに峠の茂みや森にはいると、そのまま迷わされて出てこ

れなくなる

・峠の水は何百年も昔、村人が峠を与える代わりに豊作を守る力

として精霊の貴族が与えてくれた。川の水のおかげでこのあた

りはいつも豊作だ。

・このあたりは貴族の荘園で、よそに比べるとずいぶん平和での

んびりしている。とはいえ暮らしは楽ではないが。

・このあたりではゴブリンは珍しい。

・とはいえ、隣村までの街道で襲われるものも稀にいるから、村

人はめったに外の村には出ない。

・最近街道で商人が襲われて行方不明になったりしているという

噂がある。ゴブリン達の仕業かも知れない。
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出発に先立ち、ドーヴェンは「お前達もそろそろ一人前の

冒険者なんだ。そろそろ私抜きで依頼を解決してみなさい。」

と言って、PC達と同行せず、帰りを村で待つことにする。

3－1　奇襲
マップ：街道 『シャドウフェル城の影』遭遇A1の
マップを使用。中央あたりに馬車（馬なし）

精髄の導きに従い、光の向かう方角に進むと、川沿いに続

く街道を進むことになる。

平原を越え、起伏のある丘陵地帯に入り、そのまま峠に歩

を進める途中のこと、進路上に馬車が一台、道をななめに止

まっている。

とはいえ馬は繋がれて居らず、動く人影もない。車輪がひ

とつはずれている。どうやら、ごく最近ここにうち捨てられ

たもののようで、ほこりも積もって居ない。

ここで PC 全員に〈知覚〉を行わせること。PC から見て、馬車

の後ろと街道の茂みに隠れているゴブリンたちが発見できるかどう

かの判定である。PCが誰も敵を発見できなかった場合のみ不意討

ちラウンドが開始される。その場合は、攻撃できる敵全員（隠れて

いたゴブリン）が手近な PCを攻撃する。隠れているゴブリンの兵

士は、出目 10＋動かないことで達成値 20（弓兵は 15）の〈隠密〉

で隠れている。

茂みから、そして馬車の後ろから、幾人かの人影が飛び出

し、突然弓を射かけてくる。

イニシアチブ・ロールを開始する。

【敵の識別】
〈自然〉ロールを４回行う。

弓を持つ小さい人影：ゴブリンの弓兵４体（弓）

槍を持つ小さな人影：ゴブリンの兵士４体（兵）

ハデな羽根飾りの小さな人影：ゴブリンのまじない師１体（ま）

人間サイズの戦士（？）：ホブゴブリンの指揮官１体（指）

ゴブリンの弓兵	 レベル1　雑魚	
小型・自然・人型生物	 xp	25
イニシアチブ ＋3	 感覚〈知覚〉＋１；夜目
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC15、頑健12、反応14、意志11
移動速度：６

ショートボウ（標準；無限回）◆[武器]	 	 	
+6	対	AC；5ダメージ。

ショートソード（標準；無限回）◆[武器]
+5	対	AC；5ダメージ。
急所攻撃
ゴブリンの弓兵が戦術的優位を有する目標に攻撃をヒットさせた

なら、追加で+3ダメージ。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリンの戦法
（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、ゴブリン	
技能	：〈盗賊〉＋５，〈隠密〉＋５
【筋】14（＋2）	【敏】17（＋3）	 【判】12（＋1）
【耐】13（＋1）	【知】8（－1）	 【魅】8（－1）
装備：レザーアーマー、ショートソード、ショートボウ

ゴブリンの兵士	 レベル1　遊撃役
小型・自然・人型生物	 xp	100
イニシアチブ ＋5	 感覚〈知覚〉+１；夜目
hp：29	 重傷：14
AC16	 頑健13	 反応15	 意志12
移動速度：６

スピア（標準；無限回）◆[武器]
＋6	対AC：1d6+2ダメージ。
スカーミッシュ／機動戦闘
ゴブリンの兵士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＋1d6ダメ

ージを与える。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリンの戦法
（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、ゴブリン
技能	：〈盗賊〉＋10，〈隠密〉＋10
【筋】14（+2）	 【敏】17（+3）	 【判】12（+1）
【耐】13（+1）	 【知】8（-1）	 【魅】8（-1）

装備：その他	 レザーアーマー、スピア、ショートボウ

ゴブリンのまじない師	 レベル3	制御役(リーダー )
小型・自然・人型生物	 xp	150
イニシアチブ ＋3	 感覚〈知覚〉+２；夜目
hp：46	 重傷：23
AC15	 頑健12	 反応13	 意志14
移動速度：６

ロッド（標準；無限回）◆[武器]
+6	対AC；1d6+1ダメージ。

不動の呪い（標準:無限回）	 	 	
遠隔基礎；20+7	対	頑健；1d8+1ダメージ、目標は動けない状態と

なる（セーヴ・終了）。
	移動の呪い（標準:無限回）
遠隔10；+7	対	意志；1d6+1ダメージ、対象と対象に隣接する対象

の味方をそれぞれ1マス横滑りさせる。
戦いの雲（標準:遭遇毎）
遠隔範囲・爆発2・10マス以内；範囲内でターンを開始するか、侵

入した敵（のみ）に5ダメージを与える。ゴブリンのまじない
	 師は、マイナー・アクションによってこの区域を維持でき、か

つこれを移動アクションで最大3マス動かすことができる。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリンの戦法
（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、ゴブリン
技能	：〈盗賊〉＋10，〈隠密〉＋10	 	
【筋】10（+1）	 【敏】15（+3）	 【判】13（+2）
【耐】14（+3）	 【知】9（±0）	 【魅】18（+5）

ホブゴブリンの指揮官	 レベル4　制御役(リーダー )
中型・自然・人型生物	 xp	200
イニシアチブ	＋5	 感覚〈知覚〉＋4；夜目
hp：58	 重傷：29
AC18	 頑健15	 反応17	 意志14
移動速度：6

スピア（標準；無限回）◆[武器]
＋9	対AC；1d8＋4ダメージ。

タクティカル・ディプロイメント／戦術適展開
（マイナー：近接範囲・爆発5・遭遇毎）

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
ホブゴブリンの指揮官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指揮官の

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。
属性 ：悪	 言語：共通、ゴブリン
技能：〈運動〉12、〈歴史〉10、〈威圧〉７
【筋】20（+6）	 【敏】14（+3）	 【判】16（+4）
【耐】16（+4）	 【知】12（+2）	 【魅】10（+1）

装備：チェインメイル、スピア、ヘヴィシールド	

３．茨ヶ峠へ
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茨ヶ峠に潜む闇
【敵の戦術】
弓兵は出現地点からあまり動かず射撃する。自分に近づく PC、

あるいはウィザードなど飛び道具を持つ PCを脅威とみなして各個

に攻撃する。

兵士は 2人が指揮官を守るよう機動。まじない師の呪文を受け

た PCを残りの二人が攻撃する。

指揮官は見た目に強そうな相手（上質な鎧の着用者：パラディ

ンかファイター）と闘いたがる。

ぬ、貴様名のある戦士と見た！	ワシと勝負せよ！

半数以上が撃破された時点、指揮官が死んだ時点で、それぞれ

接敵していない敵は全てセーヴを行う。成功したら逃亡、失敗した

ら闘いを継続する。

さらに、接敵しているものは hp が半分になった時点で可能なら

逃亡する（これは先の「半数になったとき」に戦い続けることにし

た者も同様である）。

敵がすべて盤上から除去された時点で戦闘は終了する。

ここで小休憩を取ってもよい。

全ての敵がいなくなったところで、再度〈知覚〉を行う。難易

度 18（＋馬車からの距離）に成功すると、馬車の台の下の隙間か

らこっちを見る目に気がつく。同時に、向こうも視線に気づき、隙

間から挨拶するように手を振るのが見える。

誰も成功しなくても、しばらく PC達の様子を見たあとで、内側

から這い出す音が聞こえる。

馬車の荷台の中からは、青いローブを着た優男―エラドリンの

青年サルトゥスが現れる。

いやー、助かったよ。ありがとう！

君たち冒険者だろう？　わたしも冒険者としてそこの峠に

向かう最中だったんだが、突然あのゴブリン達に襲われてね。

あっという間に前衛が倒されたのを見てあわてて馬車の中に

隠れたんだけど、奴ら、荷物や馬や仲間を連れていっただけ

じゃなく、馬車のまわりに伏兵を置き始めてね。出るにでら

れず困っていたんだ。

ところで君たちはこれからどこかへ？　……行商、ではな

さそうだが……

・「別に、通りがかっただけだ」

「……そうか、ならいいんだ。……しかし困ったなぁ。仲

間が皆斃されて、このままでは依頼も果たせそうにない。

茨の王の封印が解けなければ、街が大変なことになるのだ

が……」

と、サルトゥスはぶつぶつ呟きながら街道を戻っていく。

※	このまま彼を追跡してもいいが、いつの間にか見失ってしまう。

彼はゴブリン達の作った隠れ道を使って茨の王の魔法陣まで移

動していく。

・茨ヶ峠に行く

！　なんだって？　一体何の用で？

（指）

（弓）

PC 初期位置

（ま）

（弓）

（槍）

（弓）（弓）

馬車
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・茨の王の解放に

おお！　それは奇遇だ！　実はわたしも峠の向こうの街で

茨が異常発生したのを解決するよう依頼されてきたんだ。こ

れもコアロンのお導きか、どうだろう、もしよかったら、わ

たしも同道させてもらえないだろうか？　わたしは茨の王の

封印を解く方法を知っているよ。

・イバレラの精髄の話をする

ふむ、なるほど。それは興味深い……それがあれば封印を

破った後、迅速に茨の王の力を取り戻せるかもしれない。

・どうやって封印を解くんだ？

街の神官のご神託で、茨の王は冷たい鉄の杭と鉄線を使っ

た封印で封じられているとわかっている。わたしはその神官

から、魔法の封印の魔力を吸収できるという神の像をお借り

してきた。この像を使って封印の魔力を中和してやれば、茨

の王も目を覚ますことができるだろう。

	 サルトゥスは、像を見せろと言われても見せない。

おいおい、これは大事なものだよ。おいそれと見せられる

ものではない。

どうだろう、わたしもさほど裕福なわけではないが、解決

できれば都で受けた契約の報酬が君たちに渡るよう計らうこ

ともできるし、わたしの仲間が生きていれば、さらにいくら

か出せるようにするが。

とりあえず一人 200gp ということでどうだろうか？

前渡し？　うーん……手持ちで言えば、いまはひとり 50

がせいぜいだが……しかし、いますぐ使うアテもないのでは

ないかな？

……いいだろう、では我々の受け取るはずだった 200gp

に加えて、わたしから 50gp ずつ出そう。せめて仲間の遺品

なりと見つかれば御の字だ。

なお、疑いを持って彼の話を聞くものがいれば〈看破〉技能判

定を行うことができる。目標値は 20である。

ウソがばれると、彼は全力（フェイステップ、エクスペディシャ

スリトリート、インヴィジビリティ等）でその場を離脱し、茨の王

の前の藪で PCたちを待ち伏せする。
	

4－1：沢登り

＜サルトゥスが同行している場合＞

やがて街道をそれるが、サルトゥスは華奢な見かけとは裏

腹に、獣道のような細い道しかない茨ヶ峠をすいすいと登っ

ていく。その行く先は、“精髄 ” が指し示す光の方向と一致し

ているようだ。

「ここらへんは茨も多いし道も悪い。だから、茨の王のと

ころに行くにはこの小川を沢登りするのが一番の近道だ。」

サルトゥスはそういうと膝ほどまでの小川――これが峠を

下って街道沿いの川になるかと思うと不思議なほどの細い川

だった――にざぶりと飛び込み、そのまま沢を先頭を切って

歩いていく。

水は身を切るように冷たく、君たちはガチガチとあわぬ歯

の根を食いしばり、小さな滝や岩をよじ登っていく。

＜サルトゥスがいない場合＞

“ 精髄 ” の導きに従って歩いていくと、やがて道を外れ、

小川沿いの狭い河原を歩く形になる。

峠の奥に向かうほどにゴツゴツとした岩は増え、やがて小

川の中を進まねば行けないようになっていく。

水は身を切るように冷たく、君たちはガチガチとあわぬ歯

の根を食いしばり、小さな滝や岩をよじ登っていく。

※単に〈持久力〉を使ったプレイ例を出したいだけなので、時間

がなければ以下のイベントは飛ばしてよい。

サルトゥスのいる、いないにかかわらず、「沢登り」として、こ

こで PC全員は 3回の〈持久力〉技能判定を行う。難易度 12。

自然の障害　レベル 1：XP200

失敗するたびに沢で体力を消耗し、回復力を 1回分失う。

体力のある者はほかの PCの（複数可）援護ができる。

援護する 1人ごとに、援護しようとする PCの技能判定は難易度

が＋ 3される。

援護を試みる PC は先に判定を行い、成功すれば援護の対象の

PCは、すぐ後に行う技能判定に＋ 2できる。失敗なら自身は回復

力を失い、援護の対象になる PCに修正が与えられることはない。

終了時、沢登りを 2エンカウント目としてアクションポイント

を与えてもよい。
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茨ヶ峠に潜む闇
４－２：茨の王の封印
マップ：森と魔法陣『シャドウフェル城の影』遭遇
A2のマップ（魔方陣がある森と川）の半面を使用。

※ 魔 法 陣 の 上 に 茨 の 王（ 大 樹 ） を 示 す も の を 置 く。	

大きさ的にコーヒー缶くらいがよい。DDMのトレントでも。

沢を登り続け、ようやく目的地と思しき場所へとたどり着

いた。

様々な樹木や藪が入り交じる森のなかに、突然開けたその

場所は、PC達の目には奇妙なものに映った。

木々の中でも茨だけが選ばれたように真っ茶色に枯れてい

る（マップ上、魔法陣横の移動困難地形は全て枯れた茨であ

る）。他の木々も斧のようなもので切り倒されたりしている

が、茨だけは徹底的に、焼かれたり根から掘り出されたりし

た痕跡が見て取れる。

そして、その広場の端のあたりに、ひときわ大きな樹がそ

びえているのが見える。近づいてよく見ればそれは異常なま

でに巨大化した茨であり、通常の木ほどの幹がぐねぐねと絡

み合って巨木の体をなしている。こちらも古木の常とでもい

うべきか、葉は茶色くしおれ、幹もガサガサに乾いていまに

も立ち枯れそうな感じがする。

そして、その樹の根元には数本の鉄杭が打ち込まれ、不気

味な青い光を放つ金属線で繋がれている。

“精髄 ” の輝きはまっすぐにその樹を差している。

＜サルトゥスが同行している場合＞
「よし、間違いない。ここだ……」

サルトゥスはバックパックから厳重に梱包されたオブシダ

ン製の、30cmくらいの像を取り出した。

大切そうに袖で何度か磨き上げてから、鉄杭の中でも一番

大きなものに立てかけるようにその像を置くと、そのまま魔

法陣を回り込んで裏側に移動する。

「これで準備はいい。さて、ちょっと手伝ってくれ。その

像の上の方に 5つ出っ張りがあるだろう？　そこを一人ひと

つずつ握ってくれるかい？　わたしはこちらの方で呪文を唱

えてこの封印を外すから」

オブシダンの像を、触る前に「見る」と宣言した PLがいたら〈宗

教〉判定を行う。難易度 10に成功すれば、この像がティアマトを

模した神像であることがわかる。

冷たい鉄の杭による封印は、実際にはサルトゥスが茨の王から

フェイワイルドの力を吸収するために設置した魔法装置である。

サルトゥスは、この装置で集めた魔力をオブシダンの像に込め

られたティアマトの力を解放し、アスペクトをこの世に出現させ

ようとしているのだ。

■サルトゥスの言うとおりにする。

言われたとおりに、みすみす像の出っ張り（ティアマトの頭で

ある）を握るなら、サルトゥスはニヤリと笑う。

サルトゥスが突然、大声を張り上げた！

「大いなる竜の母よ！　混沌の諸相を体現するものよ！　

我が声を聞け！　汝が僕は呼ばわん！　汝が名を！　ティア

マト！　ティアマト！　汝が写し身を、この地に現出せしめ

よ！」

と、突然オブシダンの像が生あるもののように動き出し、

竜の頭に当たる部分が握っている手にかじりつき、音立てて

血をすすりはじめる。

竜の頭：攻撃　＋ 10	対	頑健

命中　：回復力 1回分吸収

ここで吸収した回復力の回数をカウントしておくこと。

（→ 4－ 3参照）

さあ、出てこい者ども！　儀式は完成する！　ティアマト

さまの御前に生け贄を捧げよ！

茂みに隠れていたホブゴブリンたちが現れ、戦闘開始。

■像を握るのを拒否する

「はは、さすがにちょっとバレバレだったかな。じゃあ力

づくで握ってもらうことにしようか」と口笛を吹き鳴らす。

と、茂みに隠れていたゴブリン達が姿を現す。

戦闘開始。

＜サルトゥスが同行していない場合＞
サルトゥスは大樹の前で PC達を待ちかまえている。

大樹を囲む封印の前に、見覚えのある青いローブを着たエ

ラドリンが立っている。

「ははは、なんだ。結局ここで会うことになるんだね」

「ふふ、5人分の生贄が必要だったんだ。ちょうどいい。」

そういいながら、サルトゥスは黒い像を大樹の根元の鉄杭

に立てかけるようにしてそっと置く。

と同時に、茂みからホブゴブリン達が姿を現わし、PC 達

を見てニヤリと口元を歪める。

「気絶させてもいいが、殺すなよ。生贄にならないからな。」

サルトゥスのその声が、戦闘開始の合図となった。

[敵の識別]
〈自然〉ロールを２回行う。

杖を持ったホブゴブリン：ホブゴブリンの戦闘魔術師 1体（戦）

フレイルを持ったホブゴブリン：ホブゴブリンの護衛 3体（護）

〈宗教〉ロールを 1回行う。

竜の骨：サルトゥスが召喚するスケルトンの出来損ない。
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サルトゥス	 レベル4		エラドリンのウィザード
中型・自然・人型生物	 xp	350
イニシアチブ ＋8	 感覚〈知覚〉＋8；夜目
hp：50	 重傷：25
AC17、頑健15、反応18、意志18
移動速度：6

ダガー＋1（標準；無限回）◆[武器]
近接・投擲（5/10）両用；＋5	対AC；1d4＋3
フェイ・ステップ／フェイの一跳び（移動；遭遇毎）◆［瞬間移動］
サルトゥスは5マスまで瞬間移動する。

サンダー・ウェイブ／雷鳴波（標準；無限回）
近接範囲；噴射3；＋7	対	頑健：1d6＋5[雷鳴]ダメージ、サルトゥ

スは目標を2マス押しやる。
マジックミサイル／魔法の矢（標準；無限回）

遠隔・２０；＋7	対	反応：2d4+5ダメージ
竜の骨召喚II（標準：10マス以内のDM任意の場所；一日毎）
“竜の骨”３体召喚・配置（最大３）
竜の骨召喚I（マイナー：10マス以内のDM任意の場所；無限回）
”竜の骨”１体召喚・配置（最大３）
マウンティバンク（即応・対応：一日毎）◆［瞬間移動］
自分に攻撃がヒットしたら5マス瞬間移動し、　次のターンの終了

時まで攻撃者に対して戦術的有利を得る。
エクスペディシャス・リトリート／迅速退却（移動：一日毎）
サルトゥスは12マスまでのシフトを行う。
属性：悪	 言語：共通、ゴブリン、竜
技能：〈はったり〉＋10、〈交渉〉＋10
【筋】12（+3）	 【敏】10（+2）	 【判】14（+4）
【耐】14（+4）	 【知】20（+7）	 【魅】18（+6）	

装備：ローヴ、ケープ・オヴ・ザ・マウンティバンク＋1、ダガー
＋1

ホブゴブリンの戦闘魔術師	 レベル2		制御役(リーダー )
中型・自然・人型生物	 xp	150
イニシアチブ ＋5	 感覚〈知覚〉＋4；夜目
hp：46	 重傷：23
AC16、頑健13、反応15、意志14
移動速度：6

スタッフ（標準；無限回）◆[武器]
＋6	対	AC：1d8＋1ダメージ。

ショック・スタッフ／電撃杖（標準）◆[武器]
＋7	対	AC：1d12+4［雷鳴］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。2回まで。
フォース・ルアー／力場による誘引（遭遇毎）◆［力場］
遠隔5：＋6	対	頑健：1d10＋4[力場]ダメージ、目標を3マスまで横

滑りさせる。2回まで。
フォース・パルス／力場噴出（標準；遭遇毎）◆［力場］

近接範囲：噴射5：＋6	対	反応：1d6＋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。2回まで。

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、ゴブリン
技能：〈運動〉12、〈歴史〉10、〈威圧〉７
【筋】13（+2）	 【敏】14（+3）	 【判】16（+4）
【耐】14（+3）	 【知】19（+5）	 【魅】13（+2）

装備：チェインメイル、スピア、ヘヴィシールド		 	
※注意：基礎攻撃以外の同じパワーは連続ラウンドで使わない	

ホブゴブリンの護衛	 レベル2　兵士役
中型・自然・人型生物	 xp　150
イニシアチブ ＋5	 感覚〈知覚〉+３；夜目
hp：46	 重傷：23
AC15、頑健14、反応16、意志13
移動速度：6
	フレイル（標準；無限回）◆[武器]
＋7	対	AC：1d8＋3ダメージ。目標はホブゴブリンの護衛の次の

ターンの終了時まで減速状態となる。
フレイルの巧み（標準；無限回）◆[武器]
＋6	対	AC:1d8＋1ダメージ。目標を2マス横滑りさせる。
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。
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、ゴブリン
技能：〈運動〉10、〈歴史〉8
【筋】19（+5）	 【敏】14（+3）	 【判】14（+3）
【耐】15（+3）	 【知】11（+1）	 【魅】10（+1）
装備：チェインメイル、フレイル、ヘヴィシールド

竜の骨	 レベル1　雑魚
小型・アンデッド	 xp	25
イニシアチブ ＋5	 感覚〈知覚〉+7；暗視
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC16、頑健14、反応14、意志14
移動速度：8
	バイト／噛みつき(標準；無限回)
＋5	対	AC；5ダメージ
属性：－	 言語：－
【筋】14（+2）	 【敏】12（+1）	 【判】12（+1）
【耐】12（+1）	 【知】0（-5）	 【魅】10（+0）
その他：コボルド（変種）のスケルトン

像
王

（護）

（護）

（戦）

（護） （サ）

PC 初期位置
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茨ヶ峠に潜む闇
【戦場】
魔法陣の横の枯れた茂み部分は茨の立ち枯れである。侵入する

／させられたクリーチャーは 1マスにつき 3点のダメージを受け

る。また、この部分は移動困難地形であり、2マス分の移動力で 1

マス進む。ただし、1マスにつき 3マス分の移動力を使うことで、

このダメージを回避できる。

【敵の戦術】
護衛は一人が戦闘魔術師を、一人がサルトゥス（サ）を守るよ

うに動き、もう一人は遊撃兵的にスケルトンとともに PCを攻撃す

る。戦闘魔術師は戦況を見て、AC が高そうな PC を防御値狙いで

攻撃し、護衛に追撃させる。いずれも茨のダメージを知っているの

で、スライド等で PCを茨に突っ込もうとするかもしれない。

サルトゥスは最初に “竜の骨 ” を 1日毎パワーで召還後、強力な

順に魔法を使用する。また、なるべくホブゴブリンたちが有利に戦

えるように、無限回パワーで追加の “骨 ” を召喚する。

“ 骨 ” は召喚されたラウンドにはまだ動けないが、挟撃等は提供

できるし、機会攻撃も可能である。“ 骨 ” の行動タイミング ( イニ

シアチブ順)は全てサルトゥスと同じである。なお、１遭遇中に “ 骨 ”

は一度に 3 体までしか存在できない。

サルトゥスはなるべく手下達が有利になるような呪文の使い方

を心がけるが、必要なら範囲攻撃に巻き込むこともためらわない。

■戦闘中に精髄を茨の王に触れる

触れようとしても、何か反発するような力が働き、樹の表面に

触れさせることができない。

この状態はティアマトの影が消えるまで続く。

	

４－３：ティアマトの影
サルトゥスは自分の hpが重傷値に達した時点でティアマトを解

放しようとする。フェイステップやエクスペディシャス・リトリー

ト、ケープ・オヴ・マウンティバンク＋1などを用いて像まで移動し、

像を砕く。

と、砕かれた像の破片が粉々になって霧のように飛び散り、

渦を巻きはじめる。やがて霧ははっきりとした形を取り始め、

大きな 5本の首を持つ竜の姿へと変貌する。

「ふは、ふははははは！　やった、やったぞ！　ティアマ

ト様のご光臨だ！」

しかし、その姿はときどき明滅し、また時に平面、時にゆ

がんだ姿として映るなど、何か不安定だ。

ティアマトの影は実際には完全な復活を果たしていない。チラ

チラしたりするのはそのためである。こいつには知性もなく、た

だひたすら生けるものを食い散らかすだけの能力しかない。また

不完全な儀式のために、（５＋吸収した回復力数＋現出後殺した

クリーチャー数）ラウンドまでしかこの次元に存在できない。そ

して、ティアマトの影の最初の攻撃は最も近くにいる者―サル

トゥスへと向けられる―。

サルトゥスは言った。

「大いなるティアマトよ！　あなたへの贄があそこにござ

います！　さあ、まずはごゆるりと、血と殺戮をお楽しみ下

さい！」

ティアマトはその声に答えるように鷹揚に首をもたげる

と、目を笑みの形に変え、黒い頭から強酸を吐き出した――

サルトゥスの頭部に向けて。

サルトゥスは勝利の笑みを浮かべていた端正な口元を「な

ぜ」という形に歪めたまま酸に焼かれ、絶命した。

ティアマトは青い頭でその死体を咥え、楽しげに、ゆっく

りと飲み込みはじめる。

そしてのこりの頭が、PC達の方に向けられる。

ティアマトの影	 レベル10	暴れ役・雑魚（特殊）
大型・来訪者	 xp	500
イニシアティブ	（常に最後）　感覚〈知覚〉＋14
hp：特殊
AC18	 頑健16	 反応16	 意志16
移動速度：４
噛みつき（標準；無限回）
間合2：＋8	対AC：1d10	＋3ダメージ。目標を1マス横滑りさせる。

ブレス（マイナー：1ラウンドに1発：遭遇毎)		 	
5種：近接範囲・噴射：+8	対	反応：3×3マス：1d6+6ダメージ。
属性：混沌にして悪	 言語：－
技能：－
【筋】20（+10）	【敏】20（+10）	 【判】10（+5）
【耐】20（+10）	【知】10（+5）	 【魅】10（+5）

【敵の識別】
〈宗教〉または〈魔法学〉ロールを 1回行う。

5頭竜：ティアマトの影・様子がおかしい。

難易度 15 以上が出ていれば「この世に出てくるために必要なエ

ネルギーが足りず、ちょっとしたダメージでも消えるのではな

いか」と気づく。

難易度 20 以上が出ていれば影の行動可能ラウンド数、ダメージ

による行動ラウンド減少などがわかる。

【敵の戦術】
ティアマﾄの影は知性がほとんどなく、いちばん手近なものにブ

レスを吐き付ける。この攻撃は最初の 5ラウンドの間は、それぞ

れの頭が１ラウンドに 1発ずつ行う。ただし最初の 1発（黒：酸）

はサルトゥスに向けられる。他に、青：雷、赤：火、白：吹雪、緑：

毒を吹き出す（３×３マス：1d6 ＋ 6ダメージ）。

また、リーチ（2マス）内にいるもの 1体に噛み付きを行う。

いずれにせよ、1体のクリーチャーを破壊するたびに行動時間が

１ラウンド延長される（それがスケルトンでも！）

※	PLが不慣れなようなら「危ないと思ったら逃げてもいいんだよ」
と伝えるのを忘れずに。

ティアマトの影は前述の通り５ラウンド（＋吸収した回復力＋

殺したクリーチャーの数ラウンド）しか行動できない。

さらに、ティアマトの影は特殊な “ 雑魚 ” であり、1回攻撃を命

中させる度に、hp ではなく行動できるラウンド数を削ることがで

きる。
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行動可能ラウンドが 0になると、ティアマトは粉々に砕け、再

び黒い塵となって姿を消す（その後、1d6 時間後に像はその場に再

生するとしてもよい：あとで別のシナリオの伏線として使用するこ

ともできる）。

サルトゥスによるティアマトの影招来の陰謀を食い止めた PC達

は、精髄を茨の王に触れさせることで茨の王を目覚めさせることが

できる。

精髄を触れると、刺さっていた鉄杭がず、ずず、と音を立

てて抜けはじめ、杭を繋いでいた金属線もばつん、ばつんと

音を立てて切れていく。

やがて、枯れていた樹皮が根元の方から潤いを取り戻し、

茶色く乾いていた表面がみずみずしい緑の樹皮に取って代わ

られる。

再生の波が、天をつくような樹の先端まで行き届くころ、

大樹の根元のあたりから抜け出すように、緑色の男が姿を現

わす。強壮そうな男はゆっくりと目を開けると、緑の瞳をま

ぶしげに PC達に向ける。

「……久しぶりに……ヒューマノイドを見た……ずいぶん

と面倒をかけたようだな……感謝するぞ、歩むものよ……」

PC達が求めるなら、物語の真相を茨の王の口から話させてもよ

いだろう。

「奇妙な勢力が、この地を狙っている……声が聞こえる

……地底の、城が……竜の……いや、ちがう……この感じは

……オルクスか……」

茨の王はそうつぶやくと、樹に倒れ込むようにして消えて

いく。

「済まぬ、まだ奪われた力が戻って居らぬ……しばらく眠

らせてくれ……」

そばで枯れていた茨の茂みも、いつの間にかこんもりと緑

の葉を茂らせる。

そして、茂みの中からイバレラがゆっくりと立ち上がる。

「ありがとう、人間たち。おかげで峠も元通りよ。畑もちゃ

んと元に戻しておいたわ。

これはお礼。きっと何かの役に立つはずよ」

そういうと、イバレラは茨の大樹の幹を撫でた。

と、撫でられた場所から茨の枝が伸び、花が咲いて、あっ

という間に枯れ、無数の実になっていく。

イバレラはその実を摘むと、大きな木の葉にくるんで PC

に差し出す。

「ありがとう！　冒険者達！　困ったことがあったらいつ

でも来て！　私たちは受けた恩を忘れない。それが、100 年

の時を経たあとであっても！」

〈魔法学〉か〈鑑定〉難易度 10 に成功すると、この実が人数×

300gp 相当のレシディウム（魔力抽出物）であることがわかる。

こうしてティアマト信徒の邪悪な陰謀を阻止した PC達は、

多額のお宝と経験値を持って、バルドー村へと帰還した。PC

達の帰りを今か今かと『今年も豊作』亭で待ちかまえていた

ドーヴェンは心からほっとした表情を浮かべ、「いい顔になっ

たな、これでお前達も一人前の冒険者だ。さあ、どんな冒険

をしてきたか、聞かせてもらおうじゃないか。親父！　エー

ルを人数分。いや、今日は一人前の冒険者が生まれた日だ！

　みんなにごちそうしようじゃないか！」

酒場の客からわっ、と歓声が上がる。

温かい心づくしの料理と、つめたく冷えたエールが振る舞

われる。

君たちの初の冒険は成功だ！　おめでとう！

※	ボーナス含め、一人総計 1,500xp の経験値を得る。時間があっ
たらレベルアップ作業を行ってもよいだろう。

＜デザイナーズ・ノート＞
このシナリオは「D&Dをはじめてプレイできる人」向けに制

作されたもので、D&D のゲームシステムである「D20 に修正

値足して目標値超えればいい」ってことがわかること、とりあ

えず戦闘ができるようになること、ちゃんとロールプレイがで

きるゲームなんだよと言うことを知ってもらうことを目標とし

ています。

なので、敵のデータは意図的に弱く（具体的には ACや防御

値を低くしてあるものが多いです）してあり、経験者の方には

ちょっともの足りなく感じられるかもしれません。その場合は、

ホブゴブリンやゴブリン、ウルフを『モンスター・マニュアル

（MM）』の記載通りにしていただくだけでかなりスリリングな

シナリオになるかと思います。特にホブゴブリンの戦闘魔術師

とか『MM』そのままだとガチで死人続出必定ですので、用法・

用量に注意してご使用下さい。

あと、HJ コンでは PCは『シャドウフェル城の影』のものを

ちょっとだけ改訂して使ってました。ドワーフ・ファイターに

盾持たせる＆《強打》やめて《ドワーフ流武器訓練》持たせた

り、クレリックにアイバイト持たせたり、といったマイナーチェ

ンジですが、シャドウフェル自体もこの変更でかなり遊びやす

くなると思いますのでこれからプレイされる方はお試しあれ。

なお、本作は原案をさぼりっこさん・ミヤさんからいただき

ました。また、テストプレイに協力してくれた BIT のみんな、

HJ コンで DMして改良点を示唆してくれたでみさん、独自に

テストプレイして「サルトゥス関西弁でしゃべり始めた瞬間に

“怪しい ” って超マークされてました」と知らせてくれたアニマ

さん、そして「とりあえず美形出しときゃいいんじゃないです

かね」と心温まるアドバイスを下さった怜さんに感謝を！　あ

りがとう！

５：結末
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D&D 第４版 H1 英雄級アドべンチャー・シナリオ 1

『シャドウフェル城の影』
1 ～ 3 レベル

・クイックスタート・ルール ＆ プレロールド・キャラクター収録

・96 ページフルカラー ＆ 両面カラーのバトルマップ 3 枚

定価：3,990 円（3800 円＋税）

D&D 第４版 H2 英雄級アドべンチャー・シナリオ 2

『雷鳴山の迷宮』4 ～ 6 レベル

・96 ページフルカラー ＆ 両面カラーのバトルマップ 1 枚

定価：3,990 円（3800 円＋税）

D&D 第４版 H3 英雄級アドべンチャー・シナリオ 3

『影のピラミッド』7 ～ 10 レベル

・96 ページフルカラー ＆ 両面カラーのバトルマップ 1 枚

定価：3,990 円（3800 円＋税）

D&D 第 4 版公式 英雄級アドベンチャー
三部作・堂々完結！！

D&D 第４版  英雄級アドべンチャー・シナリオ

『失われし王冠を求めて』2 ～ 5 レベル

宝探しか、それとも大乱戦か

エベロンのコーヴェア大陸を舞台に、分割された宝冠 － 魔法の力を備え

たアーティファクト － の争奪戦をくぐり抜けろ！

・96 ページフルカラー 

・両面カラーのバトルマップ 1 枚

定価：3,990 円（3800 円＋税）

D&D 第４版  英雄級アドべンチャー・シナリオ

『スペルガルドの笏塔』2 ～ 5 レベル

第 4 版最初の公式世界「フォーゴトン・レルム」で知られている予言の力をめぐる攻防。

レディ・サハレルと、彼女が持つ力を悪に渡してはならない！

・アドベンチャーに登場する光景が描かれたフルカラー・イラスト

・96 ページフルカラー 

・両面カラーのバトルマップ 1 枚

定価：3,990 円（3800 円＋税）

公式世界の個性を生かしたアドベンチャー



無限回パワー

君は1体の敵に斬りつけ、さらにもう1体までなぎ払う。
［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：＋6対AC

ヒット：1d10＋5ダメージ。使用者に隣接している別の敵1体は

 3ダメージを受ける。

 

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：＋6対AC

ヒット：1d10＋5ダメージ。

ミス：1ダメージ。

遭遇毎パワー

 

君は下段からの強烈な大振りで敵の守りをぐらつかせ、即座に敵の脚を
自分の脚で払い、敵を頭から地面に倒れさせる。
［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：＋6対AC

ヒット：2d10＋5ダメージ。使用者は目標を伏せ状態にする。

一日毎パワー

 

ガツンと響く一撃によって、君は敵の鎧を砕き、敵の骨を粉砕する。
［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：＋6対AC

ヒット：3d10＋5ダメージ。

ミス：このパワーの使用回数は消費されない。

名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性別＿＿＿＿＿＿＿

ドワーフである君には、自分の家である山の大地や岩と似通った性質が
多々ある。君はたくましく、打たれ強く、頼りになる。ファイターである君の責
務は、仲間たちを守ることだ。君は勇敢なる忠義の士であり、善の大義にそ
の身を捧げている。

ヒット・ポイント：31 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

重傷：15　　回復力値：7　　1日の回復力使用回数：12

イニシアチブ＋1＿＿＿＿＿＿＿アクション・ポイント＿＿＿＿＿＿＿

防御値
 AC 頑健 反応 意志

 19 15 13  12

攻撃
近接基礎攻撃：＋6（バトルアックス） ダメージ：1d10＋5
遠隔基礎攻撃：＋3（ダガー） ダメージ：1d4＋1

種族的特徴
身長：4フィート8インチ（約140cm）　　体重：200ポンド（約90kg）
サイズ：中型 移動速度：5マス 視覚：夜目
言語：共通語、ドワーフ語 属性：善

技能ボーナス：〈地下探険〉＋2、〈持久力〉＋2（すでに適用済み）
鋼の胃袋：［毒］に対するセーヴィング・スローに＋5の種族ボーナス。
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：何らかの効果（押しやる、引き寄せる、横すべり）が君を強制
的に移動させようとしたとき、君が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、君は即
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。

ドワーフ・ファイター



特技
《ドワーフ流武器訓練》

装備品
防具：スケイル・メイル、ラージシールド
武器：バトルアックス、ダガー（5）。投擲武器としてのダガーの射程は
5／ 10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：10gp

2レベル
2レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ヒット・ポイント：37に増加 重傷：18に増加
回復力値：9に増加

レベル修正値：君は偶数レベルになったので、君のレベルの半分を加
えるすべての値が増加する。これにより、攻撃ロール、防御値（アー
マー・クラスを含む）、イニシアチブ、技能判定修正値が1ずつ増
加する。

特技：《強打》：君はアックス類およびハンマー類（たとえばモール）の
ダメージ・ロールに＋2の特技ボーナスを得る。近接基礎攻撃お
よび各パワーのダメージを修正すること。

君の体内をかけめぐるアドレナリンが、君に戦い続ける力を与える。
［一日毎］✦［治癒］、［武勇］

マイナー・アクション　使用者

効果：使用者は2d10＋3の一時的ヒット・ポイントを得る。

3レベル
3レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ヒット・ポイント：43に増加 重傷：21に増加
回復力値：10に増加

 

君は得物を大きく振り回し、破壊的な一撃を加える。
［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：＋7対AC

ヒット：2d10＋8ダメージ。

クラス特徴
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
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：君は機会攻撃の攻撃ロールに＋2のボーナスを得る。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：片手武器を使用している際、君は攻撃ロール
に＋1のボーナスを得る（すでに適用済み）。

能力値 判定修正値
【筋】16 ＋3

【耐】16 ＋3

【敏】13 ＋1

【知】10 ±0

【判】14 ＋2

【魅】11 ±0

技能（能力値） 習得済み 判定修正値
〈威圧〉【魅】 ○ ＋5
〈運動〉【筋】 ○ ＋8
〈隠密〉【敏】  ＋1
〈軽業〉【敏】  ＋1
〈看破〉【判】  ＋2
〈交渉〉【魅】  ±0
〈持久力〉【耐】 ○ ＋10
〈事情通〉【魅】  ±0
〈自然〉【判】  ＋2
〈宗教〉【知】  ±0
〈知覚〉【判】  ＋2
〈地下探険〉【判】  ＋4
〈治療〉【判】  ＋2
〈盗賊〉【敏】  ＋1
〈はったり〉【魅】  ±0
〈魔法学〉【知】  ±0
〈歴史〉【知】  ±0

　　　　　　　　　　：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
技ボーナスを得る。



無限回パワー

 

華麗な剣筋に目を奪われた敵は、咽元に迫る刃のことを失念する。
［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

攻撃：＋8対AC

ヒット：1d4＋7ダメージ。

 

最後の一突きと共に、君は有利な場所へ移動する。
［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

特殊：使用者は攻撃の前に2マス移動できる。

攻撃：＋8対AC

ヒット：1d4＋4ダメージ。

遭遇毎パワー

 

よろめいたふりをしての一押しで、君の思い通りの位置に敵を動かせる。
［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：＋8対“意志”

ヒット：2d4＋4ダメージ。使用者は目標を3マス横すべりさせる。

一日毎パワー

  

立て続けのフェイントとわなにより、君は自分の思い通りの位置に敵を動か
すことができる。
［一日毎］✦［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

攻撃：＋8対AC

ヒット：3d4＋4ダメージ。使用者は目標を1マス横すべりさせる。

効果：この遭遇の終了時まで、使用者の目標に対する攻撃がヒッ

トするたび、使用者は目標を1マス横すべりさせる。

名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性別＿＿＿＿＿＿＿

ハーフリングである君は、臨機応変で機転が利き、肝の据わったやつだ。
ローグとしての君の責務は、機を見計らって大ダメージを叩き込むことと、必
要に応じて豊富な技能で仲間たちを助けることだ。

ヒット・ポイント：25＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

重傷：12　　回復力値：6　　1日の回復力使用回数：7

イニシアチブ＋4＿＿＿＿＿＿＿アクション・ポイント＿＿＿＿＿＿＿

防御値
 AC 頑健 反応 意志

 16 11 16   13

攻撃
近接基礎攻撃：＋5（ダガー） ダメージ：1d4＋1
遠隔基礎攻撃：＋8（ダガー） ダメージ：1d4＋4

種族的特徴
身長：4フィート（約120cm） 体重：85ポンド（約40kg）
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

技能ボーナス：〈軽業〉＋2、〈盗賊〉＋2（すでに適用済み）
剛胆：［恐怖］に対するセーヴィング・スローに＋5の種族ボーナス。
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。

 

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］

即応・割込 使用者

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。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。

ハーフリング・ローグ



クラス特徴
欺きの達人：君は機会攻撃に対してACに＋3のボーナスを得る（“機敏
な対応”能力と合わせて、機会攻撃に対するACへのボーナスは＋5
になる）。

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（すでに適用済み）。

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のダメージを与えることができる。

能力値 判定修正値
【筋】12 ＋1

【耐】13 ＋1

【敏】18 ＋4

【知】11 ±0

【判】10 ±0

【魅】16 ＋3

技能（能力値） 習得済み 判定修正値
〈威圧〉【魅】  ＋3
〈運動〉【筋】  ＋1
〈隠密〉【敏】 ○ ＋9
〈軽業〉【敏】 ○ ＋11
〈看破〉【判】 ○ ＋5
〈交渉〉【魅】  ＋3
〈持久力〉【耐】  ＋1
〈事情通〉【魅】  ＋3
〈自然〉【判】  ±0
〈宗教〉【知】  ±0
〈知覚〉【判】 ○ ＋5
〈地下探険〉【判】  ±0
〈治療〉【判】  ±0
〈盗賊〉【敏】 ○ ＋11
〈はったり〉【魅】 ○ ＋8
〈魔法学〉【知】  ±0
〈歴史〉【知】  ±0

特技
《背後からの一刺し》：“急所攻撃”のクラス特徴による追加ダメージの
ダイスの種別がd6からd8になる（すでに適用済み）。

装備品
防具：レザー。
武器：ダガー（10）。投擲武器としてのダガーの射程は5／ 10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。

盗賊道具：〈盗賊〉技能を使いこなすためには、ピック、てこ、万能鍵、ク
ランプなどの道具が必要である。盗賊道具を使うと、鍵を開けたり
罠を解除するための〈盗賊〉技能判定に＋2のボーナスがつく。

所持金：25gp

2レベル
2レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ヒット・ポイント：30に増加 重傷：15に増加
回復力値：7に増加

レベル修正値：君は偶数レベルになったので、君のレベルの半分を加
えるすべての値が増加する。これにより、攻撃ロール、防御値（アー
マー・クラスを含む）、イニシアチブ、技能判定修正値が1ずつ増
加する。

特技：《ハーフリングの身のこなし》：ハーフリングの種族特徴である
セカンド・チャンスを使用した際、攻撃者は2回目の攻撃ロールに
－2のペナルティを被る。

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。

3レベル
3レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ヒット・ポイント：35に増加 重傷：17に増加
回復力値：8に増加

  

君は攻撃を加えつつ体をひねり、敵を前のめりにさせてその横をかいくぐり、
敵がもといた場所にすべりこむ。
［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：＋9対“意志”

ヒット：2d4＋4ダメージ。使用者は目標と位置を入れ替え、その

後3マスのシフトを行なえる。



クラス特徴
初級呪文：君はいくつかの初歩的な呪文を無限回パワーとして使用で
きる。

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を1つ選んで準備す
る。君は一日毎の呪文を2つ習得しているが、1日にはどちらか一
方しか使用できない。

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＋2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。

遭遇毎パワー

 

君の両手から猛烈な炎が噴き出し、近くの敵たちを焼き尽くす。
［遭遇毎］✦［装具］、［火］、［秘術］
標準アクション　近接範囲・噴射5
目標：噴射の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋4対“反応”
ヒット：2d6＋4の［火］ダメージ。

一日毎パワー

 

緑色に光る液体がゆらめく矢となって目標に飛来し、はじけて酸のしぶきを
撒き散らす。
［一日毎］✦［酸］、［装具］、［秘術］
標準アクション　遠隔・20
1次目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋4対“反応”
ヒット：2d8＋4の［酸］ダメージと継続的［酸］ダメージ5（セーヴ・

終了）。2次攻撃を行なう。
　2次目標： 1次目標に隣接するクリーチャーすべて
　攻撃：＋4対“反応”
　ヒット：1d8＋4の［酸］ダメージと継続的［酸］ダメージ5（セー

ヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ。1次目標に継続的［酸］ダメージ2（セーヴ・

終了）。2次攻撃は行なえない。

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：＋4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）。

初級呪文

 ウィザード／初級呪文

君のウィンク1つで、どこか近くの場所から幻の音が聞こえてくる。
［無限回］✦［秘術］、［幻］
標準アクション　遠隔・10
目標：物体1つまたはなにものにも占められていないマス1つ
効果：使用者は、ささやき声ほどに小さな音から怒号や戦闘のよ

うに大きな音まで、好きな音を目標から発生させる。使用者は
 ベルが鳴る音、剣を振るう音、鎧のきしむ音、石をこする音など、

話し声以外の任意の音を発生させることができる。また、使用
 者がささやき声を発した場合、目標に隣接するマスにいるク

リーチャーだけに使用者の声が届くようにすることもできる。

名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性別＿＿＿＿＿＿＿

人間である君は果断で行動力に富んでいる。君は順応性のかたまりだ。ウィ
ザードとしての君は秘術の力をあやつる者であり、時に敵を妨げ、あるいは跡
形もなく焼き尽くす。君にとって魔法とは、芸術の一形態だ。

ヒット・ポイント：23＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

重傷：11　　回復力値：5　　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

 14 12 15 15

攻撃
近接基礎攻撃：＋2（クオータースタッフ） ダメージ：1d8
遠隔基礎攻撃：＋4（マジック・ミサイル） ダメージ：2d4＋4

種族的特徴
身長：6フィート（約180cm） 体重：180ポンド（約80kg）
サイズ：中型 移動速度：6マス 視覚：通常
言語：共通語、竜語 属性：善

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（すべて適用済み）。

無限回パワー

 

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：＋4対“反応”

ヒット：1d6＋4の［火］ダメージ。

 

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：＋4対“反応”

ヒット：2d4＋4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。

  

白く凍てつく痛烈な冷気のビームが目標に放たれる。
［無限回］✦［装具］、［秘術］、［冷気］

標準アクション　遠隔・10

目標：クリーチャー 1体

攻撃：＋4対“頑健”

ヒット：1d6＋4の［冷気］ダメージ。目標は使用者の次のターン

の終了時まで減速状態となる。

ヒューマン・ウィザード



君が手を一振りすると、君の杖の先端（あるいは他の物体や場所）に明る
い光がともる。
［無限回］✦［秘術］
マイナー・アクション　遠隔・5
目標：物体1つまたはなにものにも占められていないマス1つ
効果：使用者は目標に明るい光を放たせる。この光は目標のマス
 および目標から4マス以内のすべてのマスを照らす。この光は5

分間持続する。この光はフリー・アクションで消すことができる。
特殊：使用者は同時に複数のライトを稼動させておくことはできない。

新たな光を作ると、使用者がそれまでに作った光は消えてしまう。

 

君が近くの物体にむけてちょっとした身振りをすると、空中におぼろげな手
が現れてその物体を宙に持ち上げ、君の意のままに動かす。
［無限回］✦［創造］、［秘術］
マイナー・アクション　遠隔・5
効果：使用者は距離内の占有されていないマス1つに、霊体の宙に浮
かぶ手を創造する。この手は隣接するマスにある重さ20ポンド以下

 の物体1つを持ち上げたり、5マスまで移動させたり、操作したりする
ことができる。このパワーを使用した時点で使用者がその物体を手

 に持っていたなら、この手はその物体を背負い袋、ポーチ、鞘などの
入れ物にしまいこみ、同時に使用者が運搬しているか自分の体の

 どこかに身につけていた物体1つを使用者の手中に移動させること
ができる。

 　使用者は1回の移動アクションとしてこの手を5マスまで移動させる
ことができる。また、1回のフリー・アクションとして、この手が持って

 いる物体を落とさせることができ、1回のマイナー・アクションとして
別の物体を拾わせたり操作させたりすることができる。

維持・マイナー：使用者はこの手をいつまでも維持することができる。
特殊：使用者は同時に複数の手を稼動させておくことはできない。

君は魔法を使って愉快ないたずらをやってのける。小さな光を躍らせたり、
枯れた花を再生させたり、コインを消してみせたり、冷たい飲み物を温めたり。

［無限回］✦［秘術］
標準アクション　遠隔・2
効果：この初級呪文を使用することにより、以下の効果のうち1つを発

生させることができる。
　✦ 重さが1ポンド以下の物体を動かす。
　✦ 舞い散る火花、一吹きの風、かすかな音楽、きつめの臭いなど、無

害な感覚的効果を1つ作りだす。
　✦ 1辺1フィートの立方体におさまる物体に、1時間までの間、色をつ

けたり、きれいにしたり、汚したりする。
　✦ ろうそく、松明、小さな焚き火などに即座に火をつける（あるいは消す）。
　✦ 重さ1ポンドまでの生命を持たぬ物質を冷やしたり、暖めたり、匂い

をつけたりする。
　✦ 1時間の間、物体の表面に小さな印をつける。
　✦ 小さなアイテムや幻像を無から生じさせる。これは使用者の次の

ターンの終了時まで存在し続ける。
　✦ 小さな手に持てる物体1つを使用者の次のターンの終了時まで不

可視状態にする。
 　この初級呪文によってつくられた物は決してダメージを与えず、武

器や道具として用いることはできず、他のクリーチャーの
 アクションを妨げることもない。この初級呪文によって他のパワーと

同じ効果を生じさせることはできない。
特殊：使用者は同時に3つまでのプレスティディジテイションを

稼動させておくことができる。

特技
《怒涛のアクション》：アクション・ポイントを費やして得た追加のアク

ションで行なう攻撃ロールすべてに＋3のボーナスを得る。
《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）。

能力値 判定修正値
【筋】11 ±0

【耐】13 ＋1

【敏】14 ＋2

能力値 判定修正値
【知】18 ＋4

【判】12 ＋1

【魅】10 ±0

技能（能力値） 習得済み 判定修正値
〈威圧〉【魅】  ±0
〈運動〉【筋】  ±0
〈隠密〉【敏】  ＋2
〈軽業〉【敏】  ＋2
〈看破〉【判】  ＋1
〈交渉〉【魅】  ±0
〈持久力〉【耐】  ＋1
〈事情通〉【魅】  ±0
〈自然〉【判】 ○ ＋6
〈宗教〉【知】 ○ ＋9
〈知覚〉【判】  ＋1
〈地下探険〉【判】 ○ ＋6
〈治療〉【判】  ＋1
〈盗賊〉【敏】  ＋2
〈はったり〉【魅】  ±0
〈魔法学〉【知】 ○ ±9
〈歴史〉【知】 ○ ＋9

装備品
防具：なし。
武器：クオータースタッフ、ワンド。
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
所持金：23gp

2レベル
2レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ヒット・ポイント：27に増加 重傷：13に増加
回復力値：6に増加

レベル修正値：君は偶数レベルになったので、君のレベルの半分を加
えるすべての値が増加する。これにより、攻撃ロール、防御値（アー
マー・クラスを含む）、イニシアチブ、技能判定修正値が1ずつ増
加する。

特技：《ヒューマンの忍耐力》：君はセーヴィング・スローに＋1のボー
ナスを得る。

 

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。

3レベル
3レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ヒット・ポイント：31に増加 重傷：15に増加
回復力値：7に増加

 

君のわずかな身振りで、近くの敵たちは炎に包まれる。
［遭遇毎］✦［装具］、［火］、［秘術］
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：＋5対“頑健”
ヒット：1d8＋4の［火］ダメージと継続的［火］ダメージ5（セーヴ・

終了）。



アイバイト
ウォーロック／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：＋3対意志

ヒット：1d6＋3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。

遭遇毎パワー

ディヴァイン・グロウ
Divine Glow／信仰の輝き クレリック／攻撃／ 1

神格への祈りをつぶやくと、聖印から白い光がほとばしった。
敵は痛烈な光で火傷を負ったが、味方にとっては心安らぐ導きの光であった。
［遭遇毎］✦［光輝］、［信仰］、［装具］

標準アクション　近接範囲・噴射3

目標：噴射の範囲内の敵すべて

攻撃：＋3対AC

ヒット：1d8＋3の［光輝］ダメージ。

一日毎パワー

  

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：＋3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すべては8

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。

クラス特徴
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回の遭遇毎に1回使用できる。
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、回復するヒット・ポイントの量が＋3される（訳注：
この特徴の効果は他のパワーに適用ずみ）。

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。

特技

名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性別＿＿＿＿＿＿＿

ハーフエルフである君の中で、人間とエルフの血筋の最善の部分が組み
合わさっている。君はカリスマ性と自信に満ちた生まれつきのリーダーだ。
クレリックとしての君は、祈りによって仲間たちを癒し、元気付ける。

ヒット・ポイント：26＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

重傷：13　　回復力値：6　　1日の回復力使用回数：9

イニシアチブ±0＿＿＿＿＿＿＿アクション・ポイント＿＿＿＿＿＿＿

防御値
 AC 頑健 反応 意志

 16 12 10  15

攻撃
近接基礎攻撃：＋3（メイス）  ダメージ：1d8＋1
遠隔基礎攻撃：＋2（クロスボウ） ダメージ：1d8

種族的特徴
身長：5フィート11インチ（約180cm）　　体重：160ポンド（約70kg）
サイズ：中型 移動速度：5マス 視覚：夜目
言語：共通語、エルフ語、竜語 属性：秩序にして善

技能ボーナス：〈交渉〉＋2、〈看破〉＋2（すでに適用済み）
集団交渉術：君から10マス以内にいる君の味方は〈交渉〉判定に＋1
の種族ボーナスを得る。

無限回パワー

 

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：＋3対“反応”

ヒット：1d6＋3の［光輝］ダメージ。使用者の視界内にいる味方

 1人は、（使用者の【魅力】修正値＋使用者のレベルの1/2）に等し

 い一時的ヒット・ポイントを得るか、1回のセーヴィング・スロー

を行なう。

  

君は黄金色の輝きとともに眩い光のビームを放って敵を焼き焦がした。目
標の体には細かな光がまとわりつき、君の味方の攻撃を導いた。

［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：＋3対“反応”

ヒット：1d8＋3の［光輝］ダメージ。使用者の視界内にいる味方

 1人は目標に対する次の攻撃ロールに＋2のパワー・ボーナスを

得る。

ハーフエルフ・クレリック

Eyebite／魔眼

効果：噴射の範囲内の味方は皆、使用者の次のターンの終了時　 
　まで攻撃ロールに＋2のパワー・ボーナスを得る。

《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。



 

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、傷を癒
す助けとなった。
［遭遇毎］（特殊）✦［信仰］、［治癒］

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

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回ぶんの回復力を使用する。回復するヒット・ポ

イントの量は通常よりも1d6＋3ポイント増加する。

   

 

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。

   

 

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：＋3対“意志”

ヒット：1d10＋3の［光輝］ダメージ。使用者は目標を6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。

装備品
防具：チェイン・メイル。
武器：メイス、クロスボウ、クロスボウ・ボルト（20）。君のクロスボウ
の射程は15／ 30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。

バハムートの聖印

所持金：10gp

能力値 判定修正値
【筋】13 ＋1

【耐】14 ＋2

【敏】11 ±0

能力値 判定修正値
【知】10 ±0

【判】16 ＋3

【魅】16 ＋3

技能（能力値） 習得済み 判定修正値
〈威圧〉【魅】  ＋3
〈運動〉【筋】  ＋1
〈隠密〉【敏】  ±0
〈軽業〉【敏】  ±0
〈看破〉【判】  ＋5
〈交渉〉【魅】  ＋5
〈持久力〉【耐】  ＋2
〈事情通〉【魅】  ＋3
〈自然〉【判】  ＋3
〈宗教〉【知】 ○ ＋5
〈知覚〉【判】  ＋3
〈地下探険〉【判】  ＋3
〈治療〉【判】 ○ ＋8
〈盗賊〉【敏】  ±0
〈はったり〉【魅】  ＋3
〈魔法学〉【知】 ○ ＋5
〈歴史〉【知】 ○ ＋5

2レベル
2レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ヒット・ポイント：31に増加 重傷：15に増加
回復力値：7に増加

レベル修正値：君は偶数レベルになったので、君のレベルの半分を加
えるすべての値が増加する。これにより、攻撃ロール、防御値（アー
マー・クラスを含む）、イニシアチブ、技能判定修正値が1ずつ増
加する。

特技：《集団看破》君から10マス以内にいる君の味方は、〈看破〉技能
判定とイニシアチブ判定に＋1の種族ボーナスを得る。

  

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、相手はほのかな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1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。このときの回復量は普段よりも3点多くなる。

3レベル
3レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ヒット・ポイント：36に増加 重傷：18に増加
回復力値：9に増加

 

燃えるような光の柱が敵を包み込む。その輝きは敵の目を焼き、しばらくのあ
いだ身の守りを妨げた。
［遭遇毎］✦［光輝］、［信仰］、［装具］

標準アクション　遠隔・10

目標：クリーチャー 1体

攻撃：＋4対“反応”

ヒット：2d10＋3の［光輝］ダメージ。

効果：使用者の視界内の味方1人は、目標に対して使用者の次の

ターンの終了時まで戦術的優位を得る。



遭遇毎パワー

 

君の武器は真珠のような輝きを放ち、敵たちはその純粋な光に縮こまる。
デーモンやアンデッドといった超自然的な悪には特に効果大である。
［遭遇毎］✦［光輝］、［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：＋7対AC

ヒット：2d8＋5の［光輝］ダメージ。

一日毎パワー

 

君の近接攻撃は、敵には罰を、味方には癒しを与える。
［一日毎］✦［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：＋7対AC

ヒット：3d8＋4ダメージ。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できる。

ミス：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

使用できる。

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1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。

  

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1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

 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。このときの回復量は普段よりも3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回ぶん残っていなければならない。

 

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］✦［酸］、［電撃］、［毒］、［火］、または［冷気］

マイナー・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：＋4対“反応”

ヒット：1d6＋1の選んだ種別のダメージ。

特殊：ゲーム開始時に、いずれか1つのダメージ種別を選ぶ。この

選択を後から変更することはできない。

名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性別＿＿＿＿＿＿＿

ドラゴンボーンである君は、名誉と自己研鑽に人生を捧げている。君は人
格高潔にして努力心旺盛であり、生まれながらの勇者である。パラディンで
ある君は、生命と善の大義に身を捧げた信仰の戦士である。

ヒット・ポイント：27＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

重傷：13　　回復力値：7　　1日の回復力使用回数：11

イニシアチブ±0＿＿＿＿＿＿＿アクション・ポイント＿＿＿＿＿＿＿

防御値
 AC 頑健 反応 意志

 20 14 12 13

攻撃
近接基礎攻撃：＋7（ロングソード） ダメージ：1d8＋4
遠隔基礎攻撃：＋6（ジャヴェリン） ダメージ：1d6＋4

種族的特徴
身長：6フィート4インチ（約190cm）　　体重：260ポンド（約120kg）
サイズ：中型 移動速度：5マス 視覚：通常
言語：共通語、竜語 属性：秩序にして善

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：君の回復力値は（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。

無限回パワー

 

君は武器を掲げ、数的不利を自分の攻撃の力へと転じる。
［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：＋7＋（使用者に隣接している敵1体につき＋1）対AC

ヒット：1d8＋4ダメージ。

 

君が敵を自分の得物で打ちすえると、敵は聖なる炎に包まれて燃え上がる。
［無限回］✦［光輝］、［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：＋7対AC

ヒット：1d8＋4の［光輝］ダメージ。使用者が目標をマークして

いるなら、ダメージ・ロールに＋1のボーナスを得る。

ドラゴンボーン・パラディン



  

 

君は己が神格に、敵を打ち倒す信仰の力を懇請する。
［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、使用者の【筋

力】修正値（＋4）に等しい追加ダメージを与える。

  

 

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＋3のボーナスがつく。

 

君は雄 し々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6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。

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・ポイントの量は君の【魅力】修正値に等しい値だ
け増加する（すでに適用済み）。

装備品
防具：プレート・アーマー、へヴィ・シールド
武器：ロングソード、ジャヴェリン（3）。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。

バハムートの聖印

所持金：5gp

能力値 判定修正値
【筋】18 ＋4

【耐】12 ＋1

【敏】10 ±0

能力値 判定修正値
【知】11 ±0

【判】13 ＋1

【魅】16 ＋3

技能（能力値） 習得済み 判定修正値
〈威圧〉【魅】 ○ ＋10
〈運動〉【筋】  ±0
〈隠密〉【敏】  －4
〈軽業〉【敏】  －4
〈看破〉【判】  ＋1
〈交渉〉【魅】  ＋3
〈持久力〉【耐】 ○ ＋2
〈事情通〉【魅】  ＋3
〈自然〉【判】  ＋1
〈宗教〉【知】 ○ ＋5
〈知覚〉【判】  ＋1
〈地下探険〉【判】  ＋1
〈治療〉【判】 ○ ＋6
〈盗賊〉【敏】  －4
〈はったり〉【魅】  ＋3
〈魔法学〉【知】  ±0
〈歴史〉【知】  ＋2

2レベル
2レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ヒット・ポイント：33に増加 重傷：16に増加
回復力値：9に増加

レベル修正値：君は偶数レベルになったので、君のレベルの半分を加
えるすべての値が増加する。これにより、攻撃ロール、防御値（アー
マー・クラスを含む）、イニシアチブ、技能判定修正値が1ずつ増
加する。

特技：《ドラゴン・ブレス範囲拡大》：君がドラゴン・ブレスを使用し
た際、効果範囲は“噴射3”でなく“噴射5”になる。

 

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

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：その攻撃は味方ではなく使用者にヒットする。

3レベル
3レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ヒット・ポイント：39に増加 重傷：19に増加
回復力値：10に増加

 

君は武器の強烈な一撃によって敵を突き飛ばす。
［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：＋8対AC

ヒット：2d8＋4ダメージ。使用者は目標を1マス押しやる。



遭遇毎パワー

 

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：使用者は己が怒りを解き放ち、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。

   

秋風に舞い上がる木の葉のごとく、君の敵は戦いの流れにもてあそばれる。
君の強烈な攻撃によって敵は自分の場所を譲らざるを得なくなる。
［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：＋6対AC

ヒット：2d8＋3ダメージ。使用者または、目標に隣接する味方1

人は、目標と位置を入れ替える。

一日毎パワー

  

君の指示の下、矢は標的を貫き、刃は一段と深く食い込む。
［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：＋6対AC

ヒット：3d8＋3ダメージ。この遭遇の終了時まで、使用者および

 使用者から5マス以内にいるすべての味方は目標に対する攻撃

ロールに＋5のパワー・ボーナスを得る。

ミス：この遭遇の終了時まで、使用者および使用者から5マス以内

にいるすべての味方は目標に対する攻撃ロールに＋1のパワー・

ボーナスを得る。

名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性別＿＿＿＿＿＿＿

ティーフリングのウォーロードとして、君は堕ちた祖国ベイル・トゥラスの伝統
的な戦術に誇りを持っている。君は兵士にしてリーダーであり、君の仲間た
ちは助言と援助を求めて君を振り仰ぐ。

ヒット・ポイント：24＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

重傷：12　　回復力値：6　　1日の回復力使用回数：8

イニシアチブ＋2＿＿＿＿＿＿＿アクション・ポイント＿＿＿＿＿＿＿

防御値
 AC 頑健 反応 意志

 18 14 14 12

攻撃
近接基礎攻撃：＋6（ロングソード） ダメージ：1d8＋3
遠隔基礎攻撃：＋5（ジャヴェリン） ダメージ：1d6＋3

種族的特徴
身長：6フィート0インチ（約180cm）　　体重：240ポンド（約108kg）
サイズ：中型 移動速度：6マス 視覚：夜目
言語：共通語、ゴブリン語 属性：善

技能ボーナス：〈はったり〉＋2、〈隠密〉＋2（すでに適用済み）
手負い狩り：重傷の敵に対する攻撃ロールに＋1の種族ボーナスを得
る。

［火］に対する抵抗：君は［火］に対する抵抗5を持つ。
インファーナル・ラス：君はインファーナル・ラスを遭遇毎のパワーと
して使用できる。

無限回パワー

 

君は敵を罠にはめ、戦術的失敗を犯させて、戦友に攻撃の機会を与える。
［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：＋6対AC

ヒット：1d8＋3ダメージ。

効果：目標が使用者の次のターンの開始時までにシフトを行なっ

たなら、目標は使用者が選んだ味方1人から機会攻撃を誘発する。

  

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：使用者が攻撃を行なう前に、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。

 その味方は使用者か目標のいずれかに隣接していなければなら

ない。 

攻撃：＋6対AC

ヒット：1d8＋3ダメージ。

ティーフリング・ウォーロード



クラス特徴
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。

戦術の威風：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、その味方はその追加のアクショ
ンにおける攻撃ロールに＋2のボーナスを得る。

インスパイアリング・ワード：君はインスパイアリング・ワードを遭遇
毎のパワーとして使用できる。

 

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］✦［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1d6ポイン

ト多くヒット・ポイントを回復することができる。

特技
《強襲戦術》：君を見ることのできる見方が攻撃を行なうためにアクショ

ン・ポイントを消費する際、その攻撃のダメージ・ロールは、＋4
ボーナスを得る。

装備品
防具：プレート・アーマー、へヴィ・シールド
武器：ロングソード、ジャヴェリン（5）。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。

バハムートの聖印

所持金：5gp

能力値 判定修正値
【筋】16 ＋3

【耐】12 ＋1

【敏】10 ±0

能力値 判定修正値
【知】18 ＋4

【判】10 ±0

【魅】12 ＋1

技能（能力値） 習得済み 判定修正値
〈威圧〉【魅】 ○ ＋6
〈運動〉【筋】 ○ ＋7
〈隠密〉【敏】  ＋1
〈軽業〉【敏】  －1
〈看破〉【判】  ±0
〈交渉〉【魅】 ○ ＋6
〈持久力〉【耐】  ±0
〈事情通〉【魅】  ＋1
〈自然〉【判】  ±0
〈宗教〉【知】  ＋4
〈知覚〉【判】  ±0
〈地下探険〉【判】  ±0
〈治療〉【判】  ±0
〈盗賊〉【敏】  －1
〈はったり〉【魅】  ＋3
〈魔法学〉【知】  ＋4
〈歴史〉【知】 ○ ＋9

2レベル
2レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ヒット・ポイント：29に増加 重傷：14に増加
回復力値：7に増加

レベル修正値：君は偶数レベルになったので、君のレベルの半分を加
えるすべての値が増加する。これにより、攻撃ロール、防御値（アー
マー・クラスを含む）、イニシアチブ、技能判定修正値が1ずつ増
加する。

特技：《秘術の参入者》：〈魔法学〉技能が“修得済み”となる（〈魔法学〉
に＋5を加えること）。

 　君はスコーチング・バーストを遭遇毎のパワーとして使用するこ
とができる。

 

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。
［遭遇毎］✦［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：＋4対“反応”

ヒット：1d6＋4の［火］ダメージ。

  

君はただ存在するだけで勇気と安心感とを与える。
［遭遇毎］✦［回復］、［武勇］

標準アクション　近接・接触

目標：使用者または隣接する味方1人

効果：目標は1回ぶんの回復力を消費できる。

3レベル
3レベルになった時点で、君は以下のものを得る。

ヒット・ポイント：34に増加 重傷：17に増加
回復力値：8に増加

 

君は戦いの真っ只中に躍りこみ、荒 し々く武器を振り回す――しかし、君
の移動は計算しつくされたものであり、敵を混乱させつつ味方には有利な
位置に陣取る機会を与えるものである。
［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：＋7対AC

ヒット：2d8＋3ダメージ。使用者から5マス以内にいる味方1人

は5マスのシフトを行なうことができる。


