ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

彼方からの声

2010 年度 HJ コンベンション・本格冒険コース向けアドベンチャー・シナリオ
発行：㈱ホビージャパン

http://hobbyjapan.co.jp/dd/

		

著者：Lapin

Dungeons & Dragons, the Wizards of the Coast logo, all Wizards characters, and the distinctive likenesses thereof are trademarks owned
by Wizards of the Coast LLC. ©2011 Wizards of the Coast LLC.
そこには彼らの期待していたようなものは何もなく、ただ、地面に

イントロダクション

焦げ痕があることを除けば普段良く遊ぶ滝つぼに相違なかった。に
もかかわらず、子供たちはその後月洗いの滝を避けるようになった。

「私の子はどこ？ どこにいるの？！」

子供たちにもその理由ははっきりとしなかったが、見た目こそほと

“ 彼方の領域 ” の脅威はいつ、どのような形で現れるか判らない。
それは自然界に住まうものとはまったく異質なものであり、あたか
も癌のようにこの世界を蝕んでいく。フォールクレストを襲った悲
劇もまたそうした脅威の 1 つに過ぎない。
このシナリオは６レベルパーティ５人向けにデザインされ、
フォールクレストを舞台としています。若干の変更を加えればより
人数の多い、あるいは少ないパーティにも対応できるでしょう。ま
た、また、本シナリオには『ダンジョン・マスターズ・ガイド第４
版（DMG）』が必要です。DM は DMG の「第 11 章

フォールクレ

スト」を事前に読んでおくと良いでしょう。

冒険の背景
ある晩、フォールクレストに隕石が落下した。セプタークの塔
でたまたま天文を見ていた老ニモザランは輝く火球が尾を引いて月
洗い滝近くに落ちるのを目撃した。しかし、落下の衝撃はニモザラ
ンが「見た」と主張する火球の大きさとは裏腹に小さなものであっ

んど変わらないにもかかわらず、既に滝つぼは子供たちの知ってい
る滝つぼとは “ 別のもの ” になっていると感じたのだ。
３日後の夜、滝つぼから小さな光が上空へと放たれた。光は優
に 200 フィートを超え、断崖の上にまで届く勢いだったという。
そして、それ以来、月洗いの滝から不気味な光が放たれること
はなくなった。
それから一週間ほど何もない日々が続いた後、ようやく街の人々
は滝に落ちた何かが去っていったのだと胸をなでおろした。
しかし、本当に奇妙な現象がおき始めたのはそれからだった。
フォールクレスト郊外の南の畑の中に居を構える農夫のネイハ
ムは収穫期が近いというにもかかわらず、農作物が枯れはて、果物
は水気もなく色あせてしまったことに気がついた。つい１週間前ま
では豊かな実りを見せ、今年は豊作だと喜んでいたばかりだという
のに。
被害があったのはネイハムの畑だけでなく、南郊外にある畑は
どれも同様であり、北側の農作地だけは無事であった。
「こいつはどう考えてもただ事じゃあねぇ。１週間前に娘夫婦の
家で見たあの奇妙な光が原因に決まってるだ」

た。事実、隕石が落ちたことに気がついたのは老いた魔術師の他に

ネイハムは仲間たちにそう吹聴して回った。

は極近隣の住人たちだけであった。たまたま滝の近くに住む娘夫婦

次に来たのは余所者たちだった。フォールクレストに “ 星の声派 ”

の家に泊まりにきていた農夫のネイハムが様子をうかがうために外

と自称する一団が訪れたのだ。彼らは隕石が落ちたとされる月洗

へ出ると、月洗い滝の滝つぼ近くに隕石が落ちたと思しき焦げ痕が

いの滝を訪れ、「神がこの地を祝福した」と言ってこの街に留まり、

大地に刻まれていることに気がついたが、それは小さなものでしか

毎日のように月洗いの滝へと赴いていった。既に、街の住人たちは

なく、付近の木々に燃え移った様子もないことから、放っておいて

誰一人として滝へは近づかなかったため、彼らがそこで何をしてい

も問題なしと考え家へ戻った。
翌朝、改めて隣人たちと月洗いの滝へ出向いてみると、そこに

るのかは知るものはいなかった。
３週間後、より明確な脅威がフォールクレストを襲った。“ 下町 ”

は何かが落下した跡のような焦げ痕こそ残っていたが、隕石らしき

──特に、月洗いの滝からネンティア河にかけておぞましい怪物が

ものは見当たらず、人々は燃え尽きてしまったのだろうと噂した。
老ニモザランだけは「凶兆じゃ！」と騒ぎ立てていたが、街の誰も
が（彼の弟子を除いて）単に老魔術師が目立ちたくて騒いでいるだ
けだろうと踏んでいた。
しかし、その後数日ほど月洗いの滝で奇妙な現象が見られるよ
うになった。昼こそ何も起きなかったが、夜になると滝のあたりか
ら奇妙な光が時折瞬くのだ。街の人々は不気味に思い、子供たちに
滝に近づかないようにと厳重に注意した。すると、子どもたちの何
人かは子どもの性に従って月洗いの滝へと探検に出かけた。しかし、

現れるようになったのだ。どこからともなく現れた怪物たちは街の
人々がほとんど観たこともないような怪物ばかりであった。ここに
いたってついに守護卿ファーレン・マーケルヘイは非常事態を宣言
し、下町の人々を山の手へと避難させた。さらにマーケルヘイ卿は
この一連の事件を解決したものには 1,000gp の報酬を支払うこと
を約束した。
フォールクレストを蝕む真の脅威にまだ誰も気づいてはいな
かった。
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隠された秘密
月洗いの滝に落ちた隕石は実のところ自然界に存在するもので
はない。“ 彼方の領域 ” から飛来したものである。その隕石は月洗
いの滝近くへ “ 着地 ” したあと、滝つぼへと転がり落ちた。滝つぼ
へと落ちた隕石は夜毎にアラバル星（それ自体、“ 道を開くもの ”
として知られる強大なスター・スポーンである）からの光を受け、
それに応えるように光を放っていた。３日後、隕石の中からスター・
スポーンが生まれた。アラバル星によって送り込まれたのはアカマ
ル星のスター・スポーンであった。滝つぼから上空へと放たれた光
とは、産み落とされたスター・スポーンが滝つぼを飛び出したとき
の光である。
滝つぼに残された隕石はそれ自体が “ 彼方の領域 ” からの物質で
あり、アラバル星の光を受けて活性化したことで周囲の自然を汚染
し始めた。はじめは滝の水を。ついで、川へと流れていった水を通
して南の農作地を。汚染された水は命を育む代わりに、命を蝕んで
いった。はじめ、その影響は小さく気づかれることはなかったが、
やがて農作物は枯れ落ち、下町の住人にも衰弱し始めた人々が現れ
るようになった。特に生命力の弱い人々は “ 彼方の領域 ” の異質な
生命力により “ 反転 ” し、ファウルスポーンへと形質変化した。
更に、隕石の放つ波動は異形起源のクリーチャーを引き寄せ、
フォールクレストに異形クリーチャーが現れることになった。
これには “ 星の声 ” 派の一団も一役買っている。彼らは隕石を “ 彼
方の領域 ” から飛来したものだと信じ、隕石の落ちた場所にて呼び
かけることで更なる彼方の領域からのクリーチャーを呼び寄せるこ
とができると信じている。この呼びかけは実際に隕石を通して作用
し、フェル・テイントなどの異形クリーチャーを呼び寄せる一因に
なっている。
しかしながら、“ 星の声 ” 派の一団も単に隕石に呼び寄せられて
やってきただけに過ぎず、隕石とそこから生まれたスター・スポー
ンとは何の関係もない。それはこの地に呼び寄せられた他の異形ク
リーチャーにとっても同様で、しばしば異形クリーチャーたちは
“ 星の声 ” 派のメンバーすら襲撃することがある。
フォールクレストを襲う真の脅威は抜け殻の隕石ではなく、ま

本シナリオの導入例を以下に示す。

１．異形を狩るもの

PC は “ 彼方の領域 ” に対抗しようとする組織に所属しているか、

あるいはそういった種族の一員かもしれない。フォールクレストを
襲った事件が “ 彼方の領域 ” に関わるものではないかと考えた組織
や種族の仲間たちに推薦されたか、あるいは PC 自身の意志でこの
事件を解決すべく名乗りを上げたのかもしれない。
こうした組織の例としては “ 導きの手 ”（『サイオニックの書』
思想と結社 参照）がある。
“ 導きの手 ” はプライモーディアルや “ 彼方の領域 ” のような脅
威からこの世界を守ろうとする人々の組織である。彼らは神より授
かりし賜物―“ サイオニック ” を用い、世界の護り手たらんとして
いる。
もし、冒険の舞台がエベロンならば “ 門を護るもの ” に属するド
ルイドやバーバリアンといったキャラクターも相応しいだろう。
“ 彼方の領域 ” や異形クリーチャーを仇敵とする種族としては『プ
レイヤーズ・ハンドブック III』収録のシャードマインドがあげら
れる。また、マインド・フレイヤーを激しく憎むギスゼライも同様
だろう。
PC たちは未知なる “ 彼方の領域 ” からの脅威に立ち向かうべく
マーケルヘイ卿の呼びかけにこたえたのである。

２．故郷を守るもの

冒険者たちの何人かはフォールクレスト出身のキャラクターか

もしれない。故郷が未だかつて無い危機にさらされたことを知り、
故郷を守るべく帰ってきたのである。
ことによると、PC の昔馴染みが危機に瀕しているかもしれない。
下町から脱出できずに、異形と化したクリーチャーから逃れて隠れ
ているかもしれない。

３．賞金稼ぎ

PC たちは単にマーケルヘイ卿の依頼を受けるべくやってきたプ

ロフェッショナルである。

してや “ 星の声 ” 派でもない。隕石の中から生まれたものである。
生まれて間もないスター・スポーンは未だ小さく、十分な力を持た
なかった。
滝つぼを飛び出した “ それ ” は、すぐ近くにあるカムロス邸へと
向かった（セプタークの塔には守りの魔法がかかっており、幼生体
に過ぎないスター・スポーンには近づくことができなかった）。“ そ
れ ” はアーモス・カムロスの “ 内 ” に潜り込み、中からアーモス・
カムロスを食い尽くした。こうして、アーモス・カムロスの “ 皮 ”
を身に纏ったスター・スポーンは館の使用人たちから少しずつ生命
力を奪いながら “ 完全体 ” となるときを待っていた。
シナリオ開始時から５日後にはスター・スポーンは完全体とな
る。
加えて、滝つぼに落ちた隕石は次に再び星辰の位置が正しくな
るとき、更なるスター・スポーンを生み出す可能性がある。



こうして、冒険者たちはフォークレストの守護卿ファーレン・
マーケルヘイの住む月長石城砦を訪れたのである。
クエスト：フォールクレストを救え
フォールクレストを襲う災厄の源を見つけ出し、危険を取り除
け。
クエスト経験点：1250xp（５人の場合）
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冒険の概要
この冒険では、冒険者たちは街を蝕む元凶を探してフォールク
レストを探索して回ることになる。そして、“ 彼方の領域 ” による
恐るべき “ 汚染 ” を目の当たりにすることになるだろう。そして、
やがてその元凶と対峙することになる。

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

ＤＭ向けアドバイス

このアドベンチャーをはじめるにあたって、DMG 第 11 章
「フォールクレスト」をよく読んでおくこと。
このシナリオにおいて、プレイヤーたちは自由に動くことが
できるが、クライマックスの舞台としてはカムロス邸が相応し
いだろう。DM は上手く冒険者たちを誘導するとよいでしょう。

ランダム・エンカウンター

時系列

隕石が落ちてからの時系列を以下に簡単に記す。

下町では異形クリーチャーと遭遇する可能性がある。下町であ

る場所から別の場所へと移動する場合、２回に１回、ランダム・エ
21 日前（５日）：隕石が落ちる。

ンカウンターが発生する。１回目の移動では発生せず、２回目の移

20 日前（６日）：スター・スポーンが生まれ、アーモス・カムロ

動の途中でランダム・エンカウンターが生じる。この移動には下町

スの内に潜む。
14 日前（12 日）：南の農作地の農作物が枯れ落ちる。
12 日前（14 日）
：“ 星の声 ” 派の一団がフォールクレストに現れる。
10 日前（18 日）：下町の人々に衰弱した人々が現れ始める。
7 日前（19 日）：街に異形クリーチャーが現れ始め、守護卿が下
町の人々を避難させはじめる。時を同じくして、衰弱した人々
の中から、ファウルスポーンへの変化が始まる。
３日前（23 日）：テルドルサン武具店で悲劇が起きる。
1 日前（25 日）：青月亭エールハウスの２人がファウルスポーン
へと変化する。彼らを訪れたガードランド軍曹が襲われる。
開始日（26 日）：冒険の開始日
５日後：スター・スポーンが完全体となる。

の外から中への移動および、中から外への移動も含む。後述のラン
ダム・エンカウンターを参照のこと。

貴方のフォールクレスト

このシナリオでは悲惨な事件がフォールクレストを襲う。もし、

貴方が DM をしているキャンペーンでフォールクレストが馴染み
のある舞台ならば、PC たちにとって馴染みのある NPC たちを悲劇
が襲うかもしれない。そのような場合、このシナリオはプレイヤー
たちにとってより重要な出来事となるだろう。
あるいは、もし、貴方が何人かの NPC をこのシナリオで退場さ
せたくないと考えるなら、配役を変更することもできる。
また、貴方のキャンペーンにフォールクレストが登場しないの
ならば、シナリオに若干手を加えることで、もっと適当な町を舞台
にすることもできるだろう。

“星の声”派

“ 星の声 ” 派は一風変わった宗教団体である。彼らを導くのはク

レリックではなく星の契約のウォーロックである。“ 星の声 ” 派で
は「この世界は偽りの世界であり、星辰が正しい位置につくとき、“道
を開くもの ” が降臨して世界を正しい姿へと導く」と信じている。
彼らは全員狂っている。
実際のところ、彼らは “ 道を開くもの ” が何なのか全く知らない。
ただ、彼らには時折、星々の彼方からの声が届くのである。その声
の意味することは彼らに理解できるものではなく、理解しようと耳
を傾ければやがて狂気に陥る。そして、声の主を招きいれようと行
動するようになる。
魔法学

難易度 20：“ 星の声 ” 派は宗教団体の様相を呈しているが、

実際には秘術結社の一形態である。彼らはしばしば星の契約の
ウォーロックに率いられている。
宗教

難易度 22：彼らが崇めているものは神ではない。彼らは全

員狂っており、その狂気の中で “ 彼方の領域 ” からの呼びかけに
応じ、“ 向こう側 ” への扉を開こうとする者たちである。
地下探検

難易度 27：彼らが崇める “ 道を開くもの ” とはアラバ

ル星のことである。アラバル星は夜空を不規則に動き回っては
他の星へ落とし子を送り込むと考えられている。
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マーケルヘイ卿の依頼
月長石城砦を訪れた貴方たちはすぐに砦の周囲や中庭に多
くの天幕があることに気がついた。噂どおり、“ 下町 ” の住人
たちが “ 山の手 ” へと避難してきたのだろう。貴方たちが近く
を通ると彼らは奇妙な目つきで貴方たちを見る。が、しかし、
すぐに視線を落とす。
砦から出てきた衛兵に用件を伝えると、すぐに城砦の一室
へと通された。
しばし、そこで待っていると、やがて頭の薄くなりかけた
中年の男性と、彼より一回り近く若そうな落ち着いた物腰の

子と弟子たちもまた下町に残っている。「怪物なんぞを恐れてい
い鎧が作れると思うか？

何より、上に行ったところで青月亭

の酒が飲めんのでは意味がないわい」
最後にもう１組。セプタークの塔の老魔術師とその弟子も塔か
ら出ていない。塔の守りの魔法を当てにしているのだろう。

被害は？：怪物に襲われて怪我をしたものたちのほか、いくつか
の家族は避難して来ていない。５日前に衛兵たちを調査に送っ
たが、彼らもまた帰ってこない。残念ながら、衛兵の手にも余
るため、これ以上被害の広がるのを防ぐために下町を閉鎖する
ことにした。

女性が現れた。
「よくきてくれた」
マーケルヘイ卿が口を開いた。

怪物が現れたのはいつか？：１週間前。隕石が落ちてから３週間
後のことである。

「今、この街は未曾有の危機に襲われている。街の南側、断
崖の下の方に怪物どもが現れるようになったのだ。外敵の襲
撃ならば衛兵たちで対処もできようが、やつらは街の中から
現れたのだ」
「しかも、どこから、何ゆえ現れるかがまったくわからない
のです」

どのような怪物が現れるのか？：２人とも直接怪物を見ていない
ため、はっきりとは判らない。目撃証言についてまとめた限り、
触手を持った長虫のような怪物が地下から現れたこと、口の大
きな四足獣が虚空から突如現れたらしいことなどが判っている。

と、レディ・マーケルヘイが夫の後をついだ。
「怪物どもは互いに協力しているとも限らないようです。組

星の声派とは？：これまで聞いたことのない宗教団体。山の手に

織立っているわけでもなく、ただ、何かに惹かれてきたかの

は避難していないため、おそらく怪物たちが現れたときに街か

ようにこの街に現れるのです。私も多少秘術をたしなんでお

ら逃げ出したか、さもなくば怪物たちに襲われただろうと思わ

りますが、このような事例は聞いたこともありません」

れる。

「今はまだ下町だけにしか現れていないが、いつ断崖の上に
まで姿を現すかもしれん。地下や何もないところから現れる
相手に対してはこの街の天然の要害も何の役にも立たぬ。加
えて農作物の半分も凶作に見舞われたとなれば、このままで
はこの街は滅んでしまいかねん。どうか、この街に何が起き
ているのか、その原因を見つけ出し、街を救ってはくれまいか」

農夫のネイハムは？：砦の外に娘夫婦と一緒にいる。もし、会い
たいと告げれば、マーケルヘイ卿は衛兵に案内するよう命じる。

報酬は？：無事に解決してくれたら現金で 1,000gp を支払う。加
えて、この街を訪れた際にはいつでも城砦の一室を用意する。

冒険者たちが街に何が起きているのか詳細を訪ねると、レディ・
マーケルヘイがここ一連の出来事を聞かせてくれる（「冒険の背景」
を参照のこと）。
加えて、マーケルヘイ卿とその奥方は以下のことを知っている。
隕石について：隕石のことは２人共これ以上のことは何も知らな
い。マーケルヘイ卿は隕石についてはあまり関心を持っていな
いが、レディ・マーケルヘイは一連の事件の始まりは隕石にあ
るのではないかと疑っている。しかし、彼女にも隕石が何であ
るかは心当たりがない。

冒険者たちが引き受けた場合、以下を読むこと。

「ありがとう。君たちが最後の頼りだ。よろしく頼む。
…もしも、まだ生き残っている住人がいたら助けて欲しい」
そういってマーケルヘイ卿は君たちに頭を下げた。

フォールクレスト
フォールクレストについては DMG 第 11 章：フォールクレスト
を参照のこと。
フォールクレストは異常事態にあるが、山の手は無事であり、

下町の住人たちについて：下町の住人はほとんどが避難している。

物品の売買等は通常通り受けられる。また、宿についてはマーケル

しかし、極少数、まだ残っている人々がいる。王の門には今で

ヘイ卿が手配してくれる。儀式を利用したい場合は、DMG のフォー

も警備隊がここを守護している。また、青月亭エールハウスの

ルクレストの説明を参照のこと。

店主パール・ウィノマーと醸造名人のハーフリング、ケマラ・
ブラウンボトルの２人は避難していない。ケマラが「今ここを
離れたら、酒が駄目になっちまうだろ！」と主張したためだ。
それにテルドルサン武具店のドワーフ、テルドルサンと彼の息



次に、本シナリオにて意味のある場所を記す。
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８．月長石城砦

15．地下墓地

内側に限る）に下町から避難してきた人々の天幕が張られている。

るものの、地下墓地自体には特に何もない。

ここはマーケルヘイの居城であるが、中庭とその周辺（街壁の
ここには農夫のネイハムがいる。加えて、下町の住人たちから、

どのようなことが起こったかを聞くことができる。
下町から避難してきた人々から話を聞く場合、〈事情通〉の判定
結果に応じて以下の情報を得られる。
難易度 12：農作物の凶作は彼らにとってかなりの痛手である。

地下墓地の洞窟の奥から異形クリーチャーがでてくることもあ

20．カムロス邸

冒険者がカムロス邸を訪れるのは２つのケースがある。１つは

この冒険のクライマックスの舞台となる場合。もう１つはそれより
も早く訪れた場合である。
カムロス邸に潜んでいるスター・スポーンは館の主人アーモス・
カムロスの皮を被り、病と称して床に臥せっている。もし、シナリ

難易度 15：“ 山の手 ” の連中も怯えているようだ。あのカムロス

オ開始からまだ日が経っておらず、冒険者たちが月洗いの滝に落ち

でさえ、農作物が凶作だったというのに何も言ってこない。普

た隕石を処分せずにカムロス邸を訪れた場合、スター・スポーンは

通ならこれだけでも大事件なんだがな…。

まだアーモス・カムロスの “ 内 ” に潜み、病に臥せっている振りを

難易度 17：セプタークの塔の魔術師も避難すべきだ。これは彼ら
の手に負えることじゃない。
難易度 22：“ 星の声 ” 派とかいう奇妙な連中がよく月洗いの滝の

してやり過ごす。使用人たちは主人が本当に病に弱っていると思っ
ているため、なるべく主人を煩わさないように来客を断る。
この場合、冒険者がカムロス邸を訪れると、使用人が現れて、
「主

あたりに集まっていたらしい。あいつらが現れてから怪物ども

人は病に臥せっております。申し訳ありませんが、後日出直してく

が出てくるようになった。

ださい」と追い返す。
もし、冒険者がカムロスの安否を気遣うそぶりを見せた場合は、

加えて、農夫のネイハムは以下のことを知っている。

・彼は郊外に畑を持っているが、街の外で怪物に襲われたことは
ない。彼は怪物を見ていない。
・娘夫婦が体を壊した（８日前）ことと、畑がだめになったことで、
早めに山の手へ避難した。
・娘夫婦は衰弱していたが、その原因はわからない。山の手に避
難してからは少しずつ回復している。
・彼はまた月洗いの滝でよく遊んでいた子供たちのことを知って
いる。
また、実際に怪物に襲われて逃げ延びた人々から話を聞く場合
は、〈事情通〉判定の結果に応じて、以下の情報を得られる。
〈事情通〉：
難易度 17：突然、目の前に青色の、口の大きな獣が現れて襲って
きた。そいつは仲間を襲うと、加えたままどこかへ消えていった。
難易度 22：避難しようと隣人に声を掛けたら、隣人の家からおぞ
ましい怪物が飛び出してきて襲われた。命からがら何とか逃げ
出すことができた。

〈交渉〉判定

難易度 22 に成功すれば寝室の入り口まで案内され

る（ただし、中には通されない）。
寝室ではアーモス・カムロスが病に臥せっている様子が伺える。
このとき〈知覚〉判定で難易度 17 に成功すれば、明らかにアーモ
ス・カムロスの血色が悪いことに気がつく。使用人はカムロスに近
づいて冒険者たちの来客を伝えるが、カムロスは微かに首を振り、
手を上げて使用人に指図する。使用人は冒険者のところへ戻ってく
ると、「やはり、今日は具合が優れないようです。申し訳ありませ
んが、後日出直してはいただけませんか？」と伝えて、冒険者たち
を追い出す。もし、冒険者たちが聞きいれないようならば、彼は警
備兵を呼び寄せ、更に別の使用人に街の衛兵を呼ぶように伝える。
もし、冒険者たちが守護卿に雇われたことを伝えた場合、「守護卿
は “ 領主 ” 様に対して刺客を雇われたということですか？

主人の

命を狙うために守護卿に雇われた刺客ではないというのなら、お引
き取りなさい。守護卿のお立場が危うくなりかねませんよ？」と返
す。
冒険者たちが月洗いの滝の隕石を処分した後にここを訪れたか
ら、あるいはシナリオ開始時から１日以上経過した場合、事態は一
変している。
完全体に近づきつつあるスター・スポーンは最早カムロスの “ 内 ”
に留まりきれず、今にもその体を突き破らんばかりとなっている。

月洗いの滝でよく遊んでいた子供たちから話を聞く場合、彼ら

この状態では使用人をごまかしきれないため、スター・スポーンは

は滝で何かを見たわけではないが、なんだか嫌なものを感じてその

カムロス邸の他の住人たちの生命力を全て吸収し、カムロス邸で発

場を離れ、以後、近づかなかったことを聞ける。また、変な衣装を

見した地下蔵に隠れている。

着た一団（“ 星の声 ” 派である）が毎日のように月洗いの滝へ向かっ
ていたことを知っている。

14．断崖

断崖にある洞窟の奥から、隕石に惹かれて地下世界の異形クリー

チャーがこの街にやってきている。
断崖を通って下町と山の手を行き来する場合にランダム・エン
カウンターが発生した場合、断崖がその遭遇の舞台となるだろう。

遭遇３

星の落とし子を参照のこと。

21．月洗いの滝

月洗いの滝には “ 星の声 ” 派の一団が集まって儀式をしている。

彼らは “ 下町 ” の住人が避難した後も下町に留まり、避難した住民
たちの家に住み着いて、毎日のように “ 巡礼 ” を続けている。
彼らはフォールクレストに落ちた隕石が “ 道を開くもの ” からの
導きだと信じている。
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彼らは半分正しい。隕石は彼方の領域から来たものであり、そ
れは彼らが招こうとしている存在と同質のものである。しかし、隕
石とともに堕ちたスター・スポーンは彼らの存在に気づいておらず、
関心すらない。
“ 星の声 ” 派の一団は隕石が愚かな人々に見つからぬように姿を
隠したのだと信じており、儀式用の魔方陣を組んで、毎日毎夜隕石
に呼びかけている。
ここでも彼らは半分正しい。彼らが月洗いの滝に訪れるのは単
にここに隕石が落ちたからだけではなく、近くに隕石の存在（彼方
の領域からきたもの）を感じ取っているためである。単に、彼らは
既に中身が離れていることと、その抜け殻も滝つぼに沈んでいるこ
とに気がついていないのである。
なお、この地にやってきた異形クリーチャーはしばしば “ 星の声 ”
派の一団をも襲撃している。結果、この街に来たときは十数人居た
彼らの人数も今では７人まで減っている。
遭遇 1-1

月洗いの滝を参照。

難易度 22：滝つぼのあたりに微かに空間の揺らぎのような奇妙な
屈折を感じる。
〈魔法学〉（習得者のみ、〈知覚〉判定に成功していること）：
難易度 17：滝つぼの底から時空の歪みを感じ取れる。時空を歪め
る何かが底にあるようだ。
もし、冒険者たちが滝つぼの底の異常に気がつき、調べようと
したならば、エリア 21a. 滝つぼの底を参照のこと。月洗いの滝と
滝つぼの底は別のエリアとして扱うこと（よって、ランダム・エン
カウンターが発生しうる）。

21a. 滝つぼの底

滝つぼの底には割れた隕石が沈んでいる。隕石は直径３フィー

ト弱。
遭遇２．空から来たものを参照のこと。

22．セプタークの塔

セプタークの塔を訪れると、老魔術師ニモザランのあまり見込

みのない弟子、ハーフリングのトボラー・クイックフットが応対す
“ 星の声 ” 派の一団を倒すか、彼らが儀式を終えて引き上げたら
月洗いの滝を邪魔されることなく調べることができる。

る。老魔術師の力を借りたいと述べれば応接室に通される。
“ 緑の ” ニモザランは隕石の第一発見者ではあるが、隕石の正体
は全くつかめていない。彼は隕石が凶兆のしるしであり、今起きて

“ 星 の 声 ” 派 の 一 団：“ 星 の 声 ” 派 の 一 団 を 倒 し た の で あ れ
ば、 彼 ら の 装 備 を 確 認 す る こ と が で き る。 彼 ら は 自 発 的 に

しかし、彼のこの考えはまったく根拠がないわけではない。塔の蔵

集 ま っ た 狂 信 者 で あ り、 フ ォ ー ル ク レ ス ト に 起 き て い る

書と星辰の位置から、何か良くないことが起きているに違いないと

事 件 と は 直 接 の 関 係 は 無 い た め、 特 に 参 考 に な る よ う な

彼は確信している。ただ、それが何かわからないだけなのだ。

も の は 持 っ て い な い。 し か し、 も し “ 星 の 声 ” 派 の 一 団 を

聞かれれば、彼は知っていることは何でも話す。その際に、そ

倒 し た 場 合、 彼 ら を こ の ま ま こ こ に 残 す と 次 に 月 洗 い の

れが役に立ったなら、自分の活躍も伝えて欲しいと望む。そうなれ

滝 を 訪 れ た と き に 更 に お ぞ ま し い も の を 見 る こ と に な る。

ば、いつか彼のギルドに加入したいという若者が現れるかもしれな

“ 星の声 ” 派の一団はここで長く呼びかけを行っていたため、そ

いからだ。

の精神にはすでに “ 彼方の領域 ” からの精神寄生体に侵食されて

また、もし、冒険者たちが隕石を発見した場合、彼に見せれば

いる。冒険者たちが再びこの地を訪れれるか、滝つぼの底を捜

隕石について〈魔法学〉（難易度 22 まで）で判ることは教えてく

索して戻ってくれば、彼らはこの寄生体が “ 孵化 ” するところを

れる。

見ることになるだろう。特に、滝つぼの底を捜索し、隕石の封

加えて、ニモザランは隕石の落ちた３日後に滝つぼから小さな

印を試みた場合は、その直後にこの寄生体と遭遇することにな

光が飛び出すところを目撃している。もし聞かれれば、光は 200

るかもしれない。

フィートほど飛び上がったああと、東のほうへと流れ落ちたと語る。

遭遇 1-2 応えしものを参照。
魔方陣：仰々しく描かれてはいるが、魔方陣には何の魔力もなく、
単に形式的なものである。
荒地（焦げ痕）
：荒地には確かに焦げたかのような痕が残っている。
〈自然〉
難易度 17：焦げ痕は確かに隕石かなんかが落ちたかのような痕跡
を見せているが、隕石が落ちたにしては地面に残された衝撃の
痕が小さく、不自然に感じられる。
〈魔法学〉（習得者のみ）
難易度１７：荒地には微かに魔力の残り香のようなものを感じる。
すでにここには無いようだ。
滝つぼ：滝つぼは地上から見た限りでは特に異変は見当たらない。
滝つぼを良く調べるならば以下のことがわかる。
〈知覚〉（地上から調べる場合は－５ペナルティ）



いることはこれから起きる災厄の兆しに過ぎないと主張している。

加えて、セプタークの塔は下町を見下ろすのに役に立つ。〈知覚〉
難易度 22 に成功すれば、下町を人影らしきものが４つ、ペットら
しき獣を連れて歩いているのを見ることができる（遭遇 R-4 を参
照）。その人影は奇妙にゆがんだ不恰好な怪物のように見える。

23．青月亭エールハウス

フォールクレスト最高の醸造名人ケマラ・ブラウンボトルは避

難勧告にも関わらずここに残っており、店主のパール・ウィノマー
も彼女に付き合った。しかし、汚染は２人にも及んだ。50 歳過ぎ
のパール・ウィノマーがはじめに倒れた。このとき、ケマラは初め
て酒造りの手をやめて、この神経質な店主の看病をした。しかし、
看病疲れで弱った彼女も次第に衰弱し、とうとう２日前に２人とも
形質変化し、ファウルスポーンへとなってしまった。
王の門の警備隊長であるガードルード軍曹が２人の様子を見に
来たとき、ファウルスポーンとなった彼らは狂気に駆られて軍曹を
襲撃した。軍曹は瀕死の状態で青月亭の床に倒れた。哀れな軍曹は
そのまま永久の眠りにつく前に “ 彼方の領域 ” の汚染に飲み込まれ、
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ファウルスポーンとして蘇った。

また、聞かれれば彼の見た滝つぼを飛び出していった光につい

いまや、かつてフォールクレストで最高の酒場であった青月亭エー
ルハウスは、フォールクレストで最も危険な場所へとなっている。

ても教えてくれる。それは小さないくつもの光の塊で、空高く飛ん
でいった（断崖の上辺りまで）あと、見えなくなったという。彼は
光を放ったなにものかがいまも滝つぼに潜んでいると信じている。

遭遇３．青月亭エールハウスを参照のこと。

24．テルドルサン武具店

そして、そのなにものかこそが月洗いの川の水を汚したなにかなの

から小さな光が飛び出して、上空へと飛んでいったのを目撃した。

25．王の門

隕石が落ちた 3 日後。老ドワーフのテルドルサンは月洗いの滝

そのときは、テルドルサンも「流石に飲みすぎたか。隕石が落っこ

だと。

王の門の警備兵たちは主に街道を旅してきた旅行者や商人たち

ちるでなく昇ってくなんてな」などとつぶやいて、自分の店へと戻っ

に警告するためにここにいる。彼らの交代要員や物資の補給は月長

た。

石砦から市壁を通して断崖の下まで運ばれ、そこからは森を抜けて

その後も、酒ばかり飲んでいた老ドワーフのテルドルサン・ア

王の門まで運ばれる。

イアンヒューズは下町の騒ぎにも泰然としていた。彼の息子や弟子

怪物たちは時折、彼らの近くまで現れるが、下町の外へ出よう

たちはみな頑強で、怪物なんぞに好きにさせはせんという自負が

としないため、誰かがが襲われているのでもない限り手を出して刺

あった。

激しようとはしていない。

弟子の何人かが衰弱し始めたときも、彼らに休むようにと命じ
たものの、下町を去る気はなかった。「なあに、ちょっと酒でも飲
んで寝ちまえばすぐによくなるさ」

衛兵たちは昨日、青月亭エールハウスへ様子を見に行ったガー
ドランド軍曹が戻ってこないことを不安に思っている。
怪物について聞いた場合、彼らはファウルスポーンの惨めなも

しかし、友人のパール・ウィノマーが倒れたとき、彼は青月亭
へ駆けつけ、やつれた友を見たとき、ついに彼を助けるためにはい
よいよ山の手へ行くしかないかと考えるようになった。彼は道中怪
物が出たときにために、弟子たちに武装を整えさせて警備させよう
と考え、自分の店へと戻った。ところが、そこで見たものは弟子た
ちがおぞましき怪物─ファウルスポーンに襲われている様子だっ
た。弟子たちが倒れるのを見て、彼は狂気の悲鳴を上げるとハンマー
を手にファウルスポーンたちの頭を全て叩き潰した。

の、デストラカン、グリック、フェル・テイントを見たことがあり、
それらの外観を伝える。

結末

隕石とモー・オヴ・アカマルの両方を始末するか封印すること

ができればフォールクレストを襲う脅威は取り除かれる。
以下を読むこと。

君たちの報告を聞いて、マーケルヘイ卿は静かに目を閉じ

怪物どもを倒した後、生き残った弟子たちを探したテルドルサ
ンは、病に倒れていたはずの弟子たちが１人も見当たらないことに
気がついた。工房に戻ってみると、殺された弟子たちと、おぞまし
い襲撃者の遺骸が転がっていた。

た。
やがて、目を開くと、
「・・・そうか。いや、ご苦労だった。君たちのおかげでこ
の街は救われた。本当にありがとう」

そのとき、はじめてテルドルサンは弟子を殺した怪物たち、自
分のその手で退治したはずの怪物たちの身に着けている衣服が自分
の弟子たちのものであることに気がついた。しかも、そのうちの１
つは彼の息子のものだったのだ。

と礼を述べた。
「今回の事件で街が受けた痛手は大きなものです。住人たち
が受けた傷はすぐには癒えないでしょう」
レディ・マーケルヘイが顔を上げて言った。

そのことが暗示することの意味を悟った彼は半ば狂気に陥った。
今、彼は工房の壁に倒れるように寄りかかりながら、酒瓶を抱
えたまま意識を失っている。弟子たちを失って以来、テルドルサン

「それでも、生き延びた人々は先へ進まなければなりません。
そして、それができるのも皆さんのおかげです。この街を救っ
てくれて、本当にありがとう」

はずっとここにそうしていた。時折正気に返っては酒瓶を捜し歩き、

「この街の住人は逞しい。これまでも戦争の痛手から街を再

見つけると酒をあおるように飲んで、狂気と正気の境へと逃げ込ん

興しようと頑張ってきたのだ。今回もまた力を合わせて乗り

でいる。

越えられることだろう」

狂気と正気の狭間の中で彼は自分たちに起きたことを分析し、
１つの結論に達している。

そう言ってマーケルヘイ卿は金貨の入った袋をテーブルの
上に置いた。

水だ。水が全ての原因だ。

「約束の報酬だ。それに、少しばかり追加させてもらった。
君たちの今後の仕事に役立つだろう」

冒険者たちがテルドルサン武具店を訪れたとき、彼は衰弱しや
つれている。

しています。貴方たちのような英雄を。皆さんの御武運をお

彼がすっかり酔っ払っており、ここ数日食事を取らずに衰弱し
ていることがわかる。彼はおぼろげに「そうか、わかったぞ。水だ。
水なんだ」とつぶやいている。
彼を落ち着かせ、正気に戻すことができれば（〈交渉〉判定

「今回の事件に限らず、今、世は乱れ、時代は英雄を必要と
祈りします」
レディ・マーケルヘイの言葉に君たちは少し照れくさい思
いをしながらも月長石の砦を後にした。

難

易度 20）、彼から話を聞くことができる。彼は工房で何が起きたの
か、また青月亭の主人が病に倒れたので助けて欲しいと伝える。

冒険者たちは約束どおりに 1,000gp の報酬と、加えて、７レベ
ル以下のマジック・アイテム１つを報酬として与えられる。
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遭遇 1-1

その後の展開

フォールクレストは脅威から救われたとはいえ、住人たちに残

された傷跡は深い。下町の住人の多くは暫くの間月洗いの滝に近づ
こうとしないだろう。老ドワーフのテルドルサンは弟子を失い、悲

月洗いの滝

遭遇レベル 4（800xp）
セットアップ

嘆にくれている。そして、街は青月亭エールハウスという最高の酒

“ 星の声 ” 派の司祭（P）

3体

場を失った。

“ 星の声 ” 派の教団員（C）

4体

この痛手から回復するために、街は更なる冒険者の助力を必要
とするかもしれない。テルドルサンには新たな友が必要だろう。こ
とによっては新たな弟子が。青月亭エールハウスは新たな店主と醸
造士を必要としている。新たな醸造士はどのような人物だろうか？
それとも、もしも、ファウルスポーンと化したハーフリングたち
を殺さずに居たのならば、元に戻す術がどこかにあるかもしれない。
もし、それが可能ならば。
あるいは、今回の事件はより大きな事件のほんの一角なのかも
しれない。彼方から落ちてきた星はまだ他にもあるかもしれない。
これは果たして偶然の出来事なのだろうか。それとも、“ 星の声 ”
派のような紛れものとは異なる何者かが呼び寄せているのかもしれ
ない。

■ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

6レベル アドベンチャー・シ

ナリオ

状況

月洗いの滝では “ 星の声 ” 派の一団が儀式を行っている。彼らは

フォールクレストに落ちた隕石を “ 道を開くもの ” からの導きだと
信じている。
彼らは自分たちでデザインした儀式服と魔法陣を用いて、“ 彼方 ”
へと呼びかけている。もし、PC たちが、自分たちも “ 仲間 ” だといっ
て近づけば、「共に彼らに呼びかけようではないか」と彼らの円陣
に加わるように言う。そうでないか、または断った場合は儀式を邪
魔したことに怒り、儀式のための生贄にしようとする。
儀式に参加した場合、彼らは真夜中まで “ 呼びかけ ” を続ける。
その後、翌日また集まろうと話して寝床へ戻る。
冒険者たちが近づいたら、以下を読み上げる：

滝しぶきの音に混じって奇妙な音が聞こえてきた。誰かに
呼びかけるかのような声だ。

『彼方からの声』

やがて、月洗いの滝が見えてくると、声の正体が見えてき
アドベンチャー製作：Lapin
編集 /DTP : 上田 明（HobbyJAPAN）
■「 彼 方 か ら の 声 」 は、2010 年 9 月 26 日 に 開 催 さ れ た、
HobbyJAPAN RPG コンベンションの「本格冒険コース」にて用い
られたアドベンチャーを、ダウンロード・サービスにあたって更新
したものです。
● 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。

た。滝つぼの近くに魔方陣が描かれ、数人の男女が円陣を組
んで何かに呼びかけているのだ。彼らは一心に呼びかけてお
り、君たちが近づいてきたことには気がついていないようだ。
〈知覚〉判定
難易度 12：魔方陣の向こう側に焦げ痕のようなものが見える。隕
石が落下した痕跡だろうか。

● 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。

〈看破〉判定

● 本冊子そのもの、および掲載されたイラスト、図版、文章などの
無断転載、複写、複製ならびに、形態を問わず再配布を禁じます。

戦術

● 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。

オヴ・マッドネス で他の敵を遠ざけると共に、“ 星の声 ” 派の教団

HobbyJAPAN ゲーム事業課
http://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)

難易度 12：儀式をしている連中の目の奥には狂気の光が見える。

“ 星の声 ” 派の司祭はなるべく単体の敵を集中攻撃し、オーラ・

員のダイア・レイディアンス でダメージを与えようとする。

その後の展開

“ 星の声 ” 派の教団員は実のところ、隕石に呼び寄せられた異形

クリーチャーたちと大して変わりはない。ただ、この地に落ちた隕
石を “ 道を開くもの ” が遣わした道標であり、「大いなるもの」が
この地に降誕する徴だと信じている。彼らは隕石の正体もスター・
スポーンのことも何も知らない。隕石が今では滝つぼの底にあるこ
とさえ気づいていない。
ただただ、「大いなるもの」がこの地に降り立つように呼びかけ
ているのである。
彼らを捕らえることに成功した場合、彼らはこの地に異形クリー
チャーが現れたのは自分たちの呼び声によるものに違いないと主張
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し、隕石はこの地を祝福し、彼らを呼び寄せるために「大いなるも
の」が遣わしたのだと言う。しかし、彼らの主張には何の根拠も無
い。彼らは「大いなるもの」が何かさえ説明できない。ただ、そう
感じ、信じているだけである。
〈看破〉判定

難易度 12 に成功すれば、彼らが狂っており、そ

の言葉には何の意味も無いことが判る。
PC 配置位置：月洗いの川の南側から来た場合は黄色の枠の中に、
北側から来た場合は青い枠の中に配置すること。
川：川の浅瀬の部分は移動困難地形として扱う。それ以外の場所
は深さ３フィートほどあり、跳躍等で飛び越さない限り、水泳
（〈運動〉難易度 10）の必要がある。深さ３フィートのため、５
差以上で失敗しても沈むことは無い。加えて移動アクションの
一部として水流に抗わなければ川の下流方向へ１マス横滑りさ
れる。浅瀬では水流の影響は受けない。
荒地：隕石が落ちた後の荒地。移動困難地形として扱う。
木：木々の生い茂ったエリアは遮蔽地形であり、また移動困難地
形として扱う。
魔方陣：“ 星の声 ” 派の一団が呼びかけのために描いた魔法陣。魔
法的な力は全く無い。
滝つぼ：滝つぼは深さ５フィート。底に隕石が沈んでいる。

“ 星の声 ” 派の司祭
中型・自然・人型生物

レベル 5 遊撃役
XP 200

hp 61; 重傷値 31				
イニシアチブ +4
AC 18; 頑健 16; 反応 17; 意志 18			
〈知覚〉+2
移動速度 6

特徴

O オーラ・オヴ・マッドネス • オーラ 3
“星の声”派の司祭の３マス以内で他のクリーチャーがターンを
開始したら、“星の声”派の司祭は機会アクションとしてその
クリーチャーを１マス横滑りさせる。

標準アクション

m エルドリッチ・ストライク( [武器] ) • 無限回
攻撃： ＋11 対 AC
ヒット：1d8＋3 ダメージ。
M ツイン・エルドリッチ・ストライク ([武器]) • 遭遇毎
エルドリッチ・ストライクを２回行う。
R フューリィ・オヴ・ギベス ([恐怖], [力場］) • 一日毎
攻撃：遠隔 10;＋8 対“反応”
ヒット：2d10 + 5［力場］ダメージ。目標は伏せ状態になる。

マイナー・アクション

R ウォーロックの呪い • 無限回
効果：遠隔 視線, 最も近い敵; 目標に“呪い”をかける。１ラウンド
に１回、“星の声”派の司祭は呪いをかけた相手にダメージを
与える際に追加の1d6ダメージを与える。
技能 ：〈魔法学〉＋9,〈歴史〉＋9
【筋】 8 (＋1) 【敏】10 (＋2) 【判】10 (＋5)
【耐】13 (＋3) 【知】14 (＋4) 【魅】16 (＋5)
属性：混沌にして悪 言語：共通語, 深淵語
装備：ロングソード, ロッド

“ 星の声 ” 派の教団員
中型・自然・人型生物

レベル 5 砲撃役（雑魚）
XP 50

hp 1：ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。イニシアチブ ＋2
AC 17; 頑健 15; 反応 17; 意志 19		
〈知覚〉＋6
移動速度 6

標準アクション

(
) • 無限回
m ダガー ［武器］
攻撃： +10 対 AC
ヒット：2 ダメージ。
R ダイア・レイディアンス([恐怖],[光輝]) • 無限回
攻撃：遠隔 10; ＋10 対“頑健”
ヒット：5［光輝］ダメージ。目標が次の自分のターンに使用者に
近づくような移動を行ったなら、目標は１回だけ５点の追加
ダメージを受ける。

トリガー型のアクション

R シード・オヴ・マッドネス([魅了])
トリガー：敵がこのクリーチャーのhpを0にしたとき。
攻撃：遠隔 20; +6 対 意志
ヒット： 目標はこのクリーチャーの次のターンの終了時まで支配
状態になる。シード・オヴ・マッドネスを使用したクリーチ
ャーは、死んでいようが気絶状態であろうが、支配状態のクリ
ーチャーの行動を決定することができる。
技能 ：〈はったり〉＋9,〈魔法学〉＋8,〈歴史〉＋8
【筋】10 (＋2) 【敏】10 (＋2) 【判】 9 (＋1)
【耐】14 (＋4) 【知】12 (＋3) 【魅】11 (＋2)
属性：悪 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ダガー
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遭遇 1 － 2

応えしもの

遭遇レベル5（900xp）
セットアップ
ウスティラゴー（U）

3体

（遭遇 1―1 で倒れた “ 星の声 ” 派の司祭の位置に設置）

状況

月洗いの滝で呼びかけていた “ 星の声 ” 派の一団の呼びかけは滝

つぼの底に沈む隕石を通して “ 彼方の領域 ” にまで届いていた。し
かし、呼び声に応えたものは彼らの想像とは違う形で現れていた。
それらは “ 星の声 ” 派の一団の精神に寄生し、彼らの体を通してこ
の世界に生まれ出でようとしていた。
ウスティラゴー（『モンスター・マニュアル 3 第４版（MM3）』
参照）と呼ばれるこれらのクリーチャーは死んだか意識不明に陥っ
た “ 星の声 ” 派の精神に寄生しており、宿主の心を貪りながら成長
していった。宿主の死または意識不明にまで弱ったことで、この寄
生体は彼らの脳を奪って実体化し、産まれようとしている。
ウスティラゴーは司祭の脳からのみ産まれる。教団員の心は司
祭よりも弱く、彼らの声と狂気は “ 彼方の領域 ” にまで届いていな
いためである。
冒険者たちが近づいたら、以下を読み上げ、ハンドアウト「這
い出る脳みそ」を見せること。：

君たちが先に倒した “ 星の声 ” 派の一団をみたとき、異変に
気がついた。倒したはずの “ 星の声 ” 派の司祭の体が小刻みに
動いているのだ。
と思ったそのとき、彼らの頭が突然内側から “ ポンッ ” とは
じけた。
血が飛び散ると共に、頭を内側から破って、中身が飛び出
してきたのだ。
……彼らの脳が。

戦術

ウスティラゴーは近くにいるものから攻撃する。彼らは天性の

ハンターであり、狼のように群れで狩ることに長けている。

10

ウスティラゴー

レベル 7 奇襲役
小型・異形・魔獣（無視覚）XP 300

hp：59；重傷値：29			
AC：21；頑健19、反応17、意志20
移動速度：6				
完全耐性：［凝視］、盲目状態

イニシアチブ：＋9
〈知覚〉＋11
擬似視覚10、無視覚

標準アクション

m クロー／爪• 無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー 1体）；＋12対AC
ヒット：3d6＋5ダメージ。
（［精神］）• 無限回
M クリンギング・メナス／まとわりつく脅威
必要条件：ウスティラゴーはクリーチャーつかんでいてはならな
い。
効果：ウスティラゴーは機会攻撃を誘発することなく4マス跳躍し、
以下の攻撃を行なう。
攻撃：近接・1（ウスティラゴーに対して戦術的優位を与えている
クリーチャー 1体）；＋12対AC
ヒット：1d6＋3ダメージ、ウスティラゴーは目標をつかむ。目標
はウスティラゴーにつかまれている間、幻惑状態となり、
かつ継続的［精神］ダメージ5を受ける。
（［精神］）• 無限回
R ソウト・ラッシュ／思考鞭
攻撃：遠隔・10（クリーチャー 1体）；＋10対“意志”
ヒット：2d6＋5［精神］ダメージ、目標はウスティラゴーの次のタ
ーン終了時まで戦術的優位を与える。

マイナー・アクション

（［幻］）
R クラウド・ソウツ／思考くらまし
・ 無限回（1ラウンド1回のみ）
攻撃：遠隔・10（クリーチャー 1体）；＋10対“意志”
ヒット：ウスティラゴーは目標に対して不可視となる（セーヴ・
終了）。

トリガー型のアクション

マインズ・リジリアンス／しぶとい精神 • 無限回
トリガー：ウスティラゴーがセーヴによって終了させられる効果
の対象となっている間に、ダメージを受ける。
効果（アクション不要）：ウスティラゴーはセーヴィング・スロー
を1回行なう。
技能：〈隠密〉＋10
【筋】16 (+6) 【敏】15 (+5)
【判】16 (+6)
【耐】11 (+3) 【知】6 (+1)
【魅】21 (+8)
属性：混沌にして悪言語：テレパシー 10

「彼方からの声」

遭遇２ 空から来たもの
遭遇レベル４ (800xp)
隕石は月洗いの滝の滝つぼの底に沈んでいる。滝つぼは深さ５
フィート、隕石は大きな割れ目のある直径３フィート弱の丸みのあ
る黒い岩石のように見える。
隕石を動かすことなく調べる場合、滝つぼに潜らない限り、滝
に打たれることになる。滝つぼに潜れば、滝に打たれることはない
が、呼吸の必要なクリーチャーは呼吸を止める必要がある（DMG
第９章 世界「飢餓、渇き、窒息」を参照のこと）。

滝に耐える

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版
もし、冒険者の誰も判らなかった場合は、フォールクレストで
はセプタークの塔に持ち込めば、塔の老魔術師が調査し、その情報
を伝えてくれる。

隕石を運ぶ

隕石は直径３フィート弱、重さ 15 ポンドほどである。その見た

目に反して妙に柔らかく、軽い。

隕石を封印する

隕石に起因する “ 彼方の領域 ” からの汚染を完全に止めるには２

つの方法がある。
１つは原始の力を持って異質さを打ち消すことである。この方

滝に打たれながら隕石を調べる場合は毎ラウンド〈持久力〉判

法は簡単である。ただ単に、隕石に対して原始パワーの１日毎攻撃

定（難易度 17）を行うこと。失敗すると、滝によって集中がそれ、

パワーを費やすだけである。この場合、隕石は直ちに小さくなり、

1 ラウンドの間幻惑状態になる。

やがて完全に消失してしまう。

加えて、滝は水流として扱う。滝に打たれているクリーチャー

もう１つは隕石の持つ空間の歪みを打ち消すことである。この

は毎ラウンド滝によって滝つぼの底へと１マス横滑りさせられる。

歪みはポータルほど安定しているものではないため、儀式を用いな

滝に耐えようとするキャラクターは移動力を消費して（移動アク

くても閉じることができる。この場合は以下の判定を行うこと。

ションを消費することで）横滑りに耐えることができる。

隕石を調べる

隕石を調べるものは以下の技能判定を行うこと。

〈魔法学〉（習得者のみ）
所要時間：５分

〈自然〉

難易度 27

難易度 17：明らかにこの隕石は知られているどの鉱物とも異なる

成功：空間の歪みを打ち消すことに成功する。所要時間５分。

奇妙な材質でできている。
難易度 22：この隕石には自然とは全く異質の “ 生命 ” のようなも
の感じる。それは、近くにある自然を侵食するかのようだ。た
だし、それは安定したものではなく、自然の力を正しく流すこ
とで、隕石の持つ “ 異質な生命 ” を打ち消すことができそうだ。
「隕
石を封印する」を参照。
〈知覚〉
難易度 22：割れた隕石の内側に空間の揺らぎのような奇妙な屈折
を感じる。
〈地下探検〉
難易度 17：割れた隕石は自然界のものではなく、“ 彼方の領域 ” か、
その影響を強く受けたものだということがわかる。
難易度 22：この隕石は部分的に “ 彼方の領域 ” とつながっている
ようだ。割れた隕石から、特にその内側から今も “ 彼方の領域 ”
の作用を感じ取れる。この接続を断ち切らないと、“ 彼方の領域 ”
からの汚染が広がりそうだ。いや、もう広がっているのだろう。
〈魔法学〉
（習得者のみ）
難易度 17：隕石には強い魔法の反応を感じるが、その源は既に隕
石から離れてしまっているようだ。
難易度 22：この隕石は自然ならざるものであり、部分的に異界と

失敗：隕石に生命力を吸われてしまう。隕石は〈魔法学〉判定を行っ
たキャラクターに以下の攻撃を行う。
攻撃：＋ 10 対 “ 意志 ”
ヒット：隕石に生命力を吸われ、回復力を 1 回分失う。
効果：頭の中に何かの囁きのような声がかすかにこだまする。そ
れはどこか遠いところから貴方に呼びかけているような印象を
受ける。
特殊：サイオニックは隕石の歪みに対して強く作用する。
〈魔法学〉判定を行う際にパワー・ポイントを消費すれば、消
費した１点につき、この判定に＋１のボーナスを得る。パワー・
ポイントは〈魔法学〉判定を行うものだけでなく、他のキャラ
クターも供出することができる。
再挑戦：この判定には意識のある限り、何度でも再挑戦すること
ができる。判定に成功すれば隕石の封印に成功する。

その後の展開

隕石の封印に成功すればフォールクレストを襲った彼方の領域

からの汚染は止まる。引き寄せられた異形クリーチャーもいずれは
フォールクレストから去るだろう。しかし、ファウルスポーンなど
のように既に変質してしまったクリーチャーには変化はない。

つながっており、周囲に影響を及ぼしていることを知る。空間

もし、隕石の封印を試みたのが月洗いの滝の滝つぼか、滝つぼ

の歪みを解くことで、その影響を断ち切ることができるだろう

から上げて滝の傍で行っていた場合、封印の直後に “ 星の声 ” 派の

（
「隕石を封印する」を参照）。
〈自然〉、〈地下探検〉、〈魔法学〉のいずれかで難易度 22 の判定
に成功すれば、隕石と “ 彼方の領域 ” のつながりを断ち切ることで、
隕石による汚染を食い止めることができることが判明する。

一団からウスティラゴーが産み落とされることになるだろう。遭遇
１－２．応えしものを参照のこと。
この場合、パワー・ポイントを消費すれば隕石の封印に成功し
やすくなる代わり、次の遭遇ではパワー・ポイントを消費した状態
ではじめることになる。
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遭遇３ 青月亭エールハウス
遭遇レベル６（1,100xp）
セットアップ

かつてのケマラ（ファウルスポーンのおぞましきもの）（C）
かつてのウィノマー（ファウルスポーンの切り裂き魔）（W）
かつてのガードランド軍曹（ファウルスポーンの狂戦士）（G）

状況

最近、ファウルスポーンとして生まれ変わった彼らは以前の記

憶をおぼろげながらに持っている。しかし、最早彼らの精神はどう
しようもなく歪んでしまっている。
今、彼らはこの町に住人たちをどのようにして殺すかというこ
としか考えていない。
冒険者たちが密かに近づくことを選択した場合、〈隠密〉判定 難

その後の展開

青月亭エールハウスを調べれば、比較的最近まで生活していた

痕跡が伺える。また、ここにはケマラの手記が残されている。青月
亭を調べ、〈知覚〉判定難易度 17 に成功すえば発見することがで
きる。
手記の内容は以下の通り。
19 日（7 日前）：
「パールが倒れた。ずいぶん弱っているようだ。
あいつは心配ないと言っているが・・・」
20 日（6 日前）：
「今日もガードランドが来た。パールを山の手へ
避難させてやれと言っていた。そうしたほうがいいかもしれな
い。しかし、パールは “ 心配ない、すぐによくなる ” と言っている」
21 日（5 日前）
：
「どうも、眩暈がしてやまない。看病疲れだろうか。
パールの様子は芳しくない。うわごとを言うようになってきた」
22 日（4 日前）：「パールはすっかり昏睡状態になってしまった。
皮膚の色もなんだか灰色になってきた。ガードランドは相変わ

易度１７に成功すれば気がつかれることなく宿屋に近づき、窓から

らずやってきて何か言っていた。何を言ったのか覚えていない。

中の様子をうかがうことができる。

どうも、頭にがんがん響いて仕方が無い。誰かが頭の奥底で何
かを言っているようだ」

冒険者たちが青月亭の扉を開けたら以下を以下を読み上げ、ハ
ンドアウト「青月亭エールハウス」を見せること：

君たち扉を開くと、
「カラーン」というベルの音が鳴り響く。
中にいた３体が貴方のほうを振り向く。一人はあちこち破け

23 日（3 日前）：「灰色だ。ああ、灰色なんだ。あたしの手も灰色
だ。頭の中で変な声がする。ここはあたしのいるべきところじゃ
ない。間違っている。何もかもが間違っているんだ」

た寝具のような衣服を身につけ、包丁を手にしている。
もう１人は小柄でエプロンを身に着けている。かなり使い
込まれているようだ。
最後の一人はグレートソードを背にした背の高い男で、衛
兵隊の制服と鎧を身に着けている。
全員、体毛が一本もなく、病的な灰色の肌に紫色の染みが
ところどころに見える。目には瞳孔が無く、感情が一切感じ
られない。ただ１つ、激しい敵意を除いて。
PC 初期位置：図の黄色枠内に配置すること。
入り口の扉：入り口の扉は重さ５ポンド以下。通常の木製の扉と
して扱う（DMG 参照）。
丸テーブル：丸テーブルのあるマスに入るには丸テーブルをどか
す（中型サイズ、木製、重さ 40 ポンド）か、上に乗る（〈運動〉
難易度 10）かする必要がある。
窓：窓は地面から 3 フィートの高さに設置されている。高さ 3
フィート。全て閉じられている。外側から無理やり開けるには
標準アクションで【筋力】判定（難易度 16）を行うこと。この
場合、中にいる 3 人に気づかれる。窓を開ければ、窓枠を飛び
越えて出入りすることができる（〈運動〉難易度 12）。

戦術

彼らはチームとして行動する。ファウルスポーンの狂戦士はそ

のオーラを生かすためになるべく敵の只中へ入ろうとし、切り裂き
魔に挟撃を提供する。おぞましきものはなるべく多くの敵を幻惑状
態にするように行動する。
もし、プレイヤー側が慣れているようであれば、適度に入り口
の扉の開閉を利用して、冒険者側を分断しつつ戦うとよいでしょう。
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ファウルスポーンのおぞましきもの（ケマラ）
レベル 8 制御役
小型・異形・人型
XP 350

HP 87; 重傷値44				
イニシアチブ +8
AC 22; 頑健19; 反応21; 意志20				
知覚+5
移動速度4, 瞬間移動 4					
夜目

標準アクション

m クロー • 無限回
攻撃： +13 対 AC
ヒット: 1d4 + 4 ダメージ、目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。
もし、既に減速状態なら幻惑状態になる（セーヴ・終了）。
R マインド・ワーム ([精神]) • 遭遇毎
攻撃: 遠隔 10; +10 対“意志”
ヒット: 目標は意志防御値に－２のペナルティを受け、減速状態に
なる（セーヴ・両方とも終了）。
R ウィスパーズ・オヴ・マッドネス ([精神]) • 再チャージ 5 6
攻撃: 遠隔 5 (聴覚喪失状態にクリーチャーはこれに対して完全耐
性を得る); +10 対“意志”
ヒット: 4d6 + 3［精神］ダメージ、目標は減速状態になる（セーヴ・
終了）。もし既に減速状態なら幻惑状態になる（セーヴ・終了）
技能 ：〈隠密〉+13
【筋】8 (+3) 【敏】19 (+8)
【判】3 (+0)
【耐】15 (+6) 【知】11 (+4)
【魅】16 (+7)
属性：悪 言語：深淵語、テレパシー 10

「彼方からの声」
ファウルスポーンの切り裂き魔（ウィノマー）
レベル 8 遊撃役
中型・異形・人型
XP 350

HP 86; 重傷値43				
イニシアチブ +9
AC 22; 頑健19、反応20、意志19				
〈知覚〉+7
移動速度7 (重傷時は9)					
夜目

特徴

コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
切り裂き魔は自分が戦術的優位を有する敵に対しては常に追加で
2d6 ポイントのダメージを与える。
マングラーズ・モビリティ／切り裂き魔の強行突破
切り裂き魔は移動によって機会攻撃を誘発したさい、その機会攻
撃に対するACに+5の種族ボーナスを得る。

標準アクション

(
) • 無限回
m ボーン・ダガー／骨のダガー ［武器］
攻撃: +13 対 AC
ヒット: 1d4 + 3 ダメージ。
(
) • 再チャージ最初に重傷になったとき
M ダガー・ダンス ［武器］
効果: 切り裂き魔は“骨のダガー ”による４回の攻撃を行い、１回１
回の攻撃の後にそれぞれ１マスだけシフトする。
R ボーン・ダガーズ／骨のダガー２丁投げ(［武器］) • 無限回
攻撃: 切り裂き魔は骨のダガーによる２回の攻撃を行う。
遠隔 5/10; +13 対 AC
ヒット: 1回ヒットするごとに1d4 + 3 ダメージ。
技能：〈運動〉+10、〈隠密〉+12
【筋】13 (+5)【敏】17 (+7)【判】6 (+2)
【耐】14 (+6)【知】10 (+4)【魅】14 (+6)
属性：悪 言語：深淵語、テレパシー 10
装備： ダガー x8

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

ファウルスポーンの狂戦士（ガードランド軍曹）
レベル 9 兵士役
中型・異形・人型
XP 400

HP 102; 重傷値51
イニシアチブ +7
AC 25; 頑健26、反応21、意志21〈知覚〉+0
移動速度7
夜目
完全耐性恐怖

特徴

バーサーカー・オーラ／狂気のオーラ • オーラ1
オーラの範囲内のクリーチャーが近接攻撃を行うときは常に、そ
の攻撃の目標は、攻撃を行うクリーチャーの間合いの内のラ
ンダムな１体のクリーチャーとなる。
メンタル・フィードバック／狂気の逆流 ［精神］
(
)
ファウルスポーンの狂戦士が［魅了］効果による１回の攻撃を受け
るごとに、狂戦士本人と攻撃したものとは、両者とも10［精神］
ダメージを受ける。

標準アクション

(
) • 無限回
m グレートソード ［武器］
攻撃: +14 対 AC; 重傷時は+16
ヒット: 1d10 + 4 ダメージ、重傷時は1d10 + 6 ダメージ。
バーサーカー・チャージ／狂戦士の突撃 • 無限回
必要条件: 突撃時のみ使用可能
効果: ファウルスポーンの狂戦士は突撃を行う。
突撃時の近接基礎攻撃がヒットしたなら、その攻撃は追加で5
ダメージを与える。
【筋】18 (+8)【敏】12 (+5)【判】3 (±0)
【耐】22 (+10)【知】8 (+3)【魅】12 (+5)
属性：混沌にして悪 言語：深淵語、テレパシー 10
装備：グレートソード
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遭遇４

星の落とし子

遭遇レベル：８（1550xp）

て舞い降りたかのようだった。
それと目があったとき、君たちの頭の中にガラスをすり合
わせたような鋭く甲高い “ 音 ” が鳴り響いた。その音が “ それ ”

セットアップ

モー・オヴ・アカマル（M） １体
狂気のスペクター （S）

の煌めきが瞬いている。それはあたかも夜空が人の姿を象っ

４体

冒険者たちカムロス邸へきたら以下を読み上げること：

カムロス邸の中は閑散としていた。まるで人の気配が無かっ
た。館の中へと足を踏み入れるとところどころで使用人のも
のと思しき死体が見つかった。いや、正確に言うとそれは使
用人の切れ端とでも言うのだろうか。微塵に引き裂かれ、僅
かに体の一部の切れ端のみが、そこで起きた惨劇のあとを物
語っていた。驚くべきことに、これだけの惨劇のあとにもか
かわらず血が飛び散った痕跡がほとんど残されていなかった。
冒険者たちがカムロス邸の中を探索し続けるなら以下を読み上
げること：

カムロス邸には生きているものは誰もいないようだった。
アーモス・カムロスの部屋にも誰もいなかった。そして、彼

の声なのか悲鳴なのかは判らなかった。しかし、はっきりと
伝わってきたものがある。─全てを滅ぼさんとする破滅への
渇望だ。

モー・オヴ・アカマル

このモー・オヴ・アカマル（MM2 参照）は不完全な状態で地上

へと落ちた。そのため、最初はとても小さく脆弱だったが、アーモ
ス・カムロスの中に潜むことで少しずつ成長していった。
いまや、完全体となるまであと少しというところまできている。
モー・オヴ・アカマルの現在の状態はシナリオ開始時から何日
経過しているかによって決まる。もし、冒険者たちが大休憩等を取
るなどして日数が経過している場合、モー・オヴ・アカマルは危険
な状態にまで成長している可能性がある。完全なモー・オヴ・アカ
マルは伝説級のクリーチャーであり、今の PC たちが適うような相
手ではない。
モー・オヴ・アカマルの状態は以下の通り。
経過日数

状態

0日

すべての攻撃と防御値に－ 5 のペナルティ、中型サ
イズ、ディヴァウリング・タッチの間合い１、ディヴァ
ウリング・スターは再チャージ・パワー、ハングリー・
スターのオーラ範囲 3。

1日

全ての攻撃と防御値へのペナルティが－ 4 になる。

下蔵へと辿り着く。

2日

大型サイズになり、ディヴァウリング・タッチの間
合いが 2 になる。

状況

3日

ディヴァウリング・スターが無限回パワーとなり、ディ
ヴァウリング・タッチの継続的ダメージが 15 になる。

4日

すべての攻撃と防御値へのペナルティが－ 2 になる。

5日

完全な状態となる（ハングリー・スターのオーラ範
囲が 5 へ）

の死体、あるいはその残骸も。
やがて、君たちはカムロス邸の一室で、地下へ通じる隠し
扉を発見した。どうやら、地下蔵へと通じているようだ。
冒険者たちが階段を下りると、やがてアーモス・カムロスの地

カムロス邸の地下蔵は居心地がよくティアマトを崇めるための

祭壇が備え付けられている。ここはアーモス・カムロスが信者たち
と秘密裏の集会をするための場所である。今ではアーモスの皮を
被ったスター・スポーンが完全体となるまで人の目を避けるために
潜んでいる。
成長しているモー・オヴ・アカマルは既にアーモス・カムロス

モー・オヴ・アカマルは伝説級クリーチャーであることに注意す
ること。モンスター知識判定に必要な難易度は英雄級クリーチャー

の体には収まりきらなくなり始めており、その皮がところどころ破

に必要な難易度に＋ 5 される。ただし、名前が判明した段階で、

けて中が見えている。その周囲にはモー・オヴ・アカマルに殺され

このモー・オヴ・アカマルが完全な状態ではないことが判明する。

た使用人の霊が狂気にとらわれて彼につきしたがっている。この使

2 日目になると、モー・オヴ・アカマルは大型サイズとなり、アー

用人たちは、主人の中に潜んでいたモー・オヴ・アカマルの正体を

モス・カムロスの皮を纏うには大きすぎるため、既にアーモス・カ

知ったときに狂気に陥り、その魂を彼方からのものに捧げたものた

ムロスの皮を脱ぎ捨てている。

ちである。彼らは生前の記憶は無く、ただ、狂気の中でモー・オヴ・
アカマルに従っている。

加えて、モー・オヴ・アカマルは成長するにつれ、自身に付き
従うスペクターを貪り食らう。2 日目以降 1 日毎にスペクターの数
を 1 体減らすこと（5 日目にはスペクターの数は 0 になる）。

以下を読み上げること（ハンドアウト「星の落とし子」も参照）
：

そこにはアーモス・カムロスが立っていた。いや、かつて、

戦術

モー・オヴ・アカマルはなるべく多くの敵をディヴァウリング・

アーモス・カムロスだったものが、だ。彼の顔の右半分は皮

スター の範囲に巻き込めるように行動する。その後は、コープス・

膚が剥がれ落ち、その向こうには黒い虚空が覗いていた。彼

スターズ・グリップ とオーラを活かしてなるべく多くの敵に継続的

の目は赤く光り、皮膚のところどころが微かに破けて、顔と

ダメージを与え続けるように行動する。

同じように漆黒の暗闇が覗いている。
このおぞましき怪物はアーモス・カムロスの皮を身に纏っ
てその中に潜んでいたのだ。
君たちをみると、怪物は自らの顔に手を伸ばすと、アーモ
スの皮膚を一気に剥ぎ取った。その姿は漆黒で、その奥に星々
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狂気のスペクターはスター・スポーンを守るように行動する。

マインド・オヴ・ムーヴメント でスター・スポーンの移動を助け、
重傷状態になったら、ファー・レルム・マニフェステイション でス
ター・スポーンを攻撃する相手をマークする。

「彼方からの声」
モー・オヴ・アカマル（不完全）
中型・異形・人型（上記参照）
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レベル 15 制御役
XP 1,200

HP 145; 重傷値 73		
イニシアチブ +9
AC 24; 頑健 22; 反応 21; 意志 22（－5 ペナルティを反映済み）
移動速度 6			
〈知覚〉+11暗視

完全に成長したモー・オヴ・アカマルは以下の通り。

モー・オヴ・アカマル
大型・異形・人型

レベル 15 制御役
XP 1,200

特徴

HP 145; 重傷値 73				
AC 29; 頑健 27; 反応 26; 意志 27
移動速度 6

標準アクション

O ハングリー・スター • オーラ 5
範囲内の全てのクリーチャーは、モー・オヴ・アカマルから遠ざ
かる方向に移動する際には１マスごとに３マス多い移動と
数える。
デストロイヤー・オヴ・ライフ
モー・オヴ・アカマルに隣接している敵は、継続的ダメージに対
するセーヴに成功しても継続的ダメージを終了させることが
できない。その代わり、セーヴに１回成功するごとに継続的
ダメージが５ずつ減少する。

マイナー・アクション

m ディヴァウリング・タッチ • 無限回
攻撃: 間合い 2; +19 対 AC
ヒット: 目標は継続的ダメージ15を受ける(セーヴ・終了)。
C ディヴァウリング・スター • 無限回
攻撃: 近接範囲・爆発 3； +19 対 “頑健”
ヒット: 目標は継続的ダメージ10を受ける(セーヴ・終了)。

トリガー型のアクション

C コープス・スターズ・グリップ • 無限回
攻撃: 近接範囲・爆発 5; +19 対 “頑健”
ヒット: 目標を３マス引き寄せる。

O ハングリー・スター • オーラ ３（上記参照）
範囲内の全てのクリーチャーは、モー・オヴ・アカマルから遠ざ
かる方向に移動する際には１マスごとに３マス多い移動と
数える。
デストロイヤー・オヴ・ライフ
モー・オヴ・アカマルに隣接している敵は、継続的ダメージに対
するセーヴに成功しても継続的ダメージを終了させることが
できない。その代わり、セーヴに１回成功するごとに継続的
ダメージが５ずつ減少する。
m ディヴァウリング・タッチ • 無限回
攻撃: +14 対 AC （上記参照）
ヒット: 目標は継続的ダメージ10を受ける(セーヴ・終了)。
C ディヴァウリング・スター • 再チャージ56
攻撃: 近接範囲・爆発 3； +14 対 “頑健”（上記参照）
ヒット: 目標は継続的ダメージ10を受ける(セーヴ・終了)。
C コープス・スターズ・グリップ • 無限回
攻撃: 近接範囲・爆発 5; +14 対 “頑健”（上記参照）
ヒット: 目標を３マス引き寄せる。
ライフ・ディヴァウラー • 無限回
トリガー : モー・オヴ・アカマルから２マス以内にいるクリーチ
ャーが回復力を消費したとき
効果 (即応・対応):モー・オヴ・アカマルの次のターンの終了時ま
で、ディヴァウリング・タッチの間合いは２増加し、コープス・
スターズ・グリップおよびディヴァウリング・スターの爆発
の範囲も２ずつ増加する。
【筋】20 (+12) 【敏】15 (+9) 【判】19 (+11)
【耐】17 (+10) 【知】11 (+7) 【魅】16 (+10)
属性：混沌にして悪 言語：テレパシー 10

狂気のスペクター
中型・シャドウ・人型 ( アンデッド )

レベル 4 奇襲役
XP 175

イ ニ シ ア チ ブ +9
〈知覚〉+11 暗視

特徴

標準アクション

マイナー・アクション

トリガー型のアクション

ライフ・ディヴァウラー • 無限回
トリガー : モー・オヴ・アカマルから２マス以内にいるクリーチ
ャーが回復力を消費したとき
効果 (即応・対応):モー・オヴ・アカマルの次のターンの終了時ま
で、
ディヴァウリング・タッチ の間合いは２増加し、
コープス・
スターズ・グリップ およびディヴァウリング・スター の爆発
の範囲も２ずつ増加する。
【筋】20 (+12) 【敏】15 (+9) 【判】19 (+11)
【耐】17 (+10) 【知】11 (+7) 【魅】16 (+10)
属性：混沌にして悪 言語：テレパシー 10

HP 30; 重傷値 15 				
イニシアチブ +8
AC 16; 頑健 16; 反応 16; 意志 17〈知覚〉+6		
暗視
移動速度 0, 飛行 6 (ホバリング); 位相移動
完全体制［毒］
［病気］
,
; 抵抗［死霊］10, 非物質的; 脆弱性［光輝］5

特徴

(
) • オーラ 1
O スペクトラル・チル ［冷気］
範囲内の敵は全ての防御値に－２のペナルティを受ける。

標準アクション

(
) • 無限回
m スペクトラル・タッチ ［死霊］
攻撃: +7 対 反応
ヒット: 1d6 + 2［死霊］ダメージ
C スペクトラル・バラージ ([精神］,[幻］) • 再チャージ 5 6
攻撃: 近接範囲・爆発 2 (目標は敵のみ); +7 対 意志
ヒット: 2d6 + 2［精神］ダメージ。目標は伏せ状態になる。
インヴィジビリティ ［幻］
(
) • 無限回
効果: 狂気のスペクターは不可視になる。この不可視は、スペクタ
ーが攻撃を行うか、スペクターに攻撃がヒットするまで持続
する。

M

S
S

S
S

マイナー・アクション

R ファー・レルム・マニフェステイション • 無限回
（１ラウンド１回まで、初めて重傷になった後のみ使用可）
攻撃: 近接範囲・爆発１ (範囲内の敵のみ); ＋7 対 反応
命中: 目標はこのクリーチャーの次のターンの終了時まで減速状
態になる。
効果: 目標はこのクリーチャーの次のターンの終了時までマー
クされた状態になる。
O マインド・オヴ・ムーヴメント• 再チャージ 56
このクリーチャーの５マス以内にいる味方全員は、フリー・アク
ションとして２マスのシフトを行える。
技能［隠密］+9
【筋】10 (+2) 【敏】15 (+4) 【判】8 (+1)
【耐】13 (+3) 【知】6 (+0)
【魅】15 (+4)
属性 混沌にして悪 言語 共通語
DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses
thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2011 Wizards of the Coast, Inc.
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○街道エリア
PC 初期位置：図の黄色枠内に配置すること。

１）散歩するファウルスポーン

光源：モー・オヴ・アカマルは光を必要としないが、アーモス・

２）徘徊するフェル・テイント

カムロスが祭壇の両脇に消えずの松明を設置している。

３）捕食するディメンジョナル・マローダー

天井：天井までの高さは１０フィート。

４）這い出るグリック

祭壇と信者席：奥にあるのはアーモス・カムロスが崇めるティア

５）暴れ凶馬

マトの祭壇であり、手前の４つは信者席である。これらは遮蔽
地形であり、マスを占める。

○月洗いの滝（移動先または移動元が月洗いの滝の場合）
１）徘徊するフェル・テイント

人数調整

２）流れてくるジバリング・マウザー

PC が４人の場合は、狂気のスペクターを１体減らす。
PC が６人の場合は、狂気のスペクターを１体増やす。

ランダム・エンカウンターは断崖と下町にしか出現しない。た
だし、シナリオ内で３日間が過ぎると、山の手にも出現するように
なる。

ランダム・エンカウンター
下町では異形クリーチャーと遭遇する可能性がある。下町であ
るエリアから別のエリアへと移動する場合、２回に１回、ランダム・

断崖エリア

断崖にはいくつもの洞窟が口をあけている。このマップ上の洞

窟はその中でも特に大きなものである。

エンカウンターが発生する。１回目の移動では発生せず、２回目の

断崖の下：岩棚から落ちたクリーチャーは次の不安定な岩棚で止

移動の途中でランダム・エンカウンターが生じる。この移動には下

まるまで、1d6 × 10 フィート落下する。落下したキャラクター

町の外から中への移動および、中から外への移動も含む。このよう

は断崖を登る（〈運動〉難易度 15）か、より近くの安定した岩棚

な場合は断崖エリアで遭遇することになるだろう。これらの遭遇は

におりてから元の場所まで戻ることができる。後者の場合、元

街の状況と雰囲気を伝えるためのものであり、１つ１つの遭遇は軽

の場所まで戻ってくるには２ラウンド＋ 10 フィート落下するご

めにデザインされている。

とに追加の１ラウンドを必要とする。断崖を利用することがで
きるため、落下に対する〈軽業〉判定には＋５のボーナスを得る。

ランダム・エンカウンターの発生しうるエリアと種類は以下の
通り。なお、徘徊するフェル・テイントは遭遇２を解決後は出現し
なくなる。

上の岩棚：断崖を通る岩棚のすぐ 10 フィート上に別の岩棚がある。
上の岩棚へ断崖を登るなら登攀（〈運動〉難易度 15）の必要がある。
上の岩棚にいるクリーチャーは下の岩棚からの遠隔攻撃に対し

○断崖エリア

て遮蔽を得る。

１）キャリオン・クローラーとグリック
２）徘徊するフェル・テイント
３）捕食するディメンジョナル・マローダー

上の岩棚

↓断崖の下へ

16

洞窟の入口

「彼方からの声」
街道エリア

街道エリアは以下の 2 種類がある。状況に応じて好きなほうを
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月洗いの滝

遭遇１を参照のこと。

選択すること。
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遭遇R－1

キャリオン・クローラーとグリック
遭遇レベル：５（900xp）
セットアップ

キャリオン・クローラー

１体（MM）

グリック			

２体（MM）

出現エリア
○断崖エリア

PC 初期位置はマップの黄色枠内に、キャリオン・クローラーと

グリックは赤枠内に配置する。

状況

隕石に引き寄せられた異形クリーチャーたちが、断崖にある洞

窟の奥から地上へと徘徊してきた。
以下を読み上げること：

君たちが断崖を渡る街道を歩いていると、断崖にあいてい
る地下洞窟の入り口から触手を持つ長虫が飛び出してきた。

戦術

グリックは互いに協力し合って、可能なら挟撃を取るように動

いて最も近くにいる敵に集中して攻撃を仕掛ける。
キャリオン・クローラーはグリックと協力しようとする知性も
本能も無く、ただ、近くにいる敵を攻撃し、無力化しようとする。

18

キャリオン・クローラー
大型・異形・野獣

HP 81; 重傷値 41				
AC 20; 頑健 19; 反応 18; 意志 17		
移動速度 6, 登攀 6 (蜘蛛歩き)

レベル 7 制御役
XP 300

イニシアチブ +6
〈知覚〉+5 暗視

標準アクション

(
) • 無限回
m テンタクルズ／触手 ［毒］
攻撃: 間合い 2; +10 対“頑健”
ヒット: 1d4 + 5 ダメージ, 目標は継続的［毒］ダメージ５を受け、
“減速状態”となる（セーヴ・両方とも終了）。
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“動けない状態”の代わりに“朦朧状態”
となる (セーヴ・終了)。キャリオン・クローラーの麻痺の力
を持つテンタクルズに対して行うセーヴィング・スローには
あ－２のペナルティが課せられる
M バイト／噛みつき • 無限回
攻撃: +12 対AC
ヒット: 1d10 + 5 ダメージ。
【筋】20 (+8) 【敏】16 (+6) 【判】14 (+5)
【耐】17 (+6) 【知】2 (–1)
【魅】16 (+6)
属性 無属性 言語 —

グリック
中型・異形・野獣

HP 96; 重傷値 48				
AC 19; 頑健 19; 反応 14; 意志 15		
移動速度 6, 登攀 4
抵抗 “対AC”の効果に対して 5

レベル 7 暴れ役
XP 300

イニシアチブ +4
〈知覚〉+10 暗視

特徴

エキスパート・フランカー／挟撃の名人
グリックは自分が挟撃している敵に対する攻撃ロールに＋２のボ
ーナスを得る。

標準アクション

m テンタクル・レイク／触手の引っかき • 無限回
攻撃: +10 対AC
ヒット: 2d6 + 4ダメージおよび継続的ダメージ5 (セーヴ・終了)。
技能〈隠密〉+9, 〈持久力〉+11
【筋】18 (+7) 【敏】13 (+4) 【判】14 (+5)
【耐】16 (+6) 【知】2 (–1)
【魅】7 (+1)
属性 無属性 言語 —

「彼方からの声」
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遭遇R－2
徘徊するフェル・テイント
遭遇レベル：５（900xp）

フェル・テイントの歪みわたり
中型・異形・魔獣

HP 38; 重傷値 19				
AC 18; 頑健 16; 反応 16; 意志 17		
移動速度 1, 飛行 6 (ホバリング)
抵抗 非物質的; 脆弱性［精神］5

レベル 4 制御役
XP 175

イニシアチブ +5
〈知覚〉+10

標準アクション

セットアップ
フェル・テイントの歪み渡り

２体（MM2）

脈打つフェル・テイント		

４体（MM2）

出現エリア
○断崖エリア
○街道エリア
○月洗いの滝
月洗いの滝を除いて、PC の初期配置はマップの青枠内に配置す
ること。フェル・テイントは赤枠内または黄枠内に配置すること。
月洗いの滝では、フェル・テイントは PC から５マス以上離れた
場所に、５×５の範囲内に纏めて配置すること。

状況

フェル・テイントたちは隕石の持つ空間の歪みは “ 彼方の領域 ”

とこちら側の世界との境界を薄くしており、このため、しばしばフェ
ル・テイントと呼ばれる “ 彼方の領域 ” の捕食獣がこの世界へと忍
びこんでくる。
以下を読み上げること：

君たちが歩いていると、ふと先の空間に陽炎のような揺ら
ぎが生じた。奇妙なきらめきがあったかと思うと、そこから
蠢き絡み合う触手の塊が飛び出してきた。

戦術

フェル・テイントの戦術は『モンスター・マニュアル II 第 4 版

(MM2)』に記載の通りである。

(
) • 無限回
m テンドリル・カーレス／触手の抱擁 ［精神］
攻撃: +8 対“反応”
ヒット: 1d6 + 4［精神］ダメージ
R サイキック・トランスポジション／精神力による位置交換
［瞬間移動］
(
［精神］
,
) • 無限回
攻撃: 遠隔 10; +8 対“意志”
ヒット: 1d4 + 4［精神］ダメージ。目標は“幻惑状態”になる（セー
ヴ・終了）。
セーヴ失敗・１回目: このフェル・テイントと目標の位置が入れ
替わる。
フェル・テイント・フィーディング／むさぼり食らう
［回復］
(
) • 無限回
効果: (目標は無防備または気絶状態のクリーチャー１体); このフ
ェル・テイントは次の自分のターンの終了時まで、“非物質的”
および飛行移動速度を失う。このフェル・テイントは目標に
“止めの一撃”を行う。これによって目標が死亡したなら、
このフェル・テイントのヒット・ポイントは完全に回復する。
【筋】11 (+2) 【敏】16 (+5) 【判】17 (+5)
【耐】15 (+4) 【知】6 (+0)
【魅】12 (+3)
属性：無属性 言語：—

脈打つフェル・テイント
小型・異形・魔獣

HP 18; 重傷値 9				
AC 12; 頑健 12; 反応 13; 意志 14		
移動速度 1, 飛行 6 (ホバリング)
抵抗 非物質的; 脆弱性 ［精神］5

レベル 1 砲撃役
XP 100

イニシアチブ +2
〈知覚〉+8

標準アクション

(
) • 無限回
m テンドリル・カーレス／触手の抱擁 ［精神］
攻撃: +4 対“反応”
ヒット: 1d4 + 3［精神］ダメージ。
(
) • 無限回
r テンドリル・パルス／脈打つ触手 ［精神］
攻撃: 遠隔 20; +6 対“反応”
ヒット: 2d4 + 3［精神］ダメージ。
R テンドリル・フラリー／触手乱舞(［精神］) •再チャージ 5 6
攻撃: 遠隔 10 (目標は１体、２体、または３体のクリーチャー ); +4
対“反応”
ヒット: 2d4 + 1［精神］ダメージ。
フェル・テイント・フィーディング／むさぼり食らう
［回復］
(
) • 無限回
効果: (目標は無防備または気絶状態のクリーチャー１体); このフ
ェル・テイントは次の自分のターンの終了時まで、“非物質的”
および飛行移動速度を失う。このフェル・テイントは目標に
“止めの一撃”を行う。これによって目標が死亡したなら、
このフェル・テイントのヒット・ポイントは完全に回復する。
技能：〈隠密〉+7
【筋】11 (+0) 【敏】14 (+2) 【判】16 (+3)
【耐】13 (+1) 【知】4 (–3)
【魅】10 (+0)
属性：無属性 言語：—
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遭遇R－3

捕食するディメンジョナル・マローダー
遭遇レベル：５（900xp）
セットアップ
ディメンジョナル・マローダー

３体（MM2）

出現エリア
○断崖エリア
○街道エリア
PC 初期配置はマップの青枠内に配置すること。ディメンジョナ
ル・マローダーは PC たちを囲むようにばらばらに配置する。

状況

フェル・テイントと同様に、この次元界を渡り歩く捕食獣もま

た隕石に引き寄せられて現れる。
以下を読み上げること：

突然、君たちを囲むように青い獣が虚空から現れた。それ
は体の半分近くもある大きな三角形の口を開き、君たちのほ
うへと向かってきた。

戦術

ディメンジョナル・マローダーの戦術は MM2 に記載の通りであ

る。

20

ディメンジョナル・マローダー
中型・異形・魔獣

レベル 4 奇襲役
XP 175

HP 45; 重傷値 23				
イニシアチブ +10
AC 18; 頑健 15; 反応 17; 意志 16		
〈知覚〉+5 夜目
移動速度 7, 瞬間移動 3
脆弱性［精神］
［精神］
;
ダメージを受けると即座にプレインフェイ
ズ・フォームが終了する。

標準アクション

m バイト／噛みつき • 無限回
攻撃: +9 対AC
ヒット: 2d6 + 3 ダメージ。
(
) • 無限回
M リアリティ・ウォープ ［瞬間移動］
必要条件: “非物質”状態であるときのみ使用可
攻撃: +7 対“反応”
ヒット: 1d10 + 4 ダメージ。マローダーは目標を３マス瞬間移動
させた後、自分もまた目標へ隣接する場所へと３マス瞬間移
動する。
プレインフェイズ・フォーム／次元位相形態 • 無限回
効果: マローダーは半ば他の次元界に踏み込むことにより、“非物
質的”および“位相移動”を得る。これは次の自分のターンの
終了が来るか、あるいは自分が攻撃を行ってヒットまたはミ
スの結果を得るまで持続する。維持・マイナー：効果は持続
する。

トリガー型のアクション

プレイナー・イヴェイジョン［瞬間移動］
(
) • 再チャージ4 5 6
トリガー : マローダーに近接攻撃がヒットしたとき
効果 (即応・反応): マローダーは３マス瞬間移動する。
技能：〈隠密〉+11
【筋】11 (+2) 【敏】18 (+6) 【判】16 (+5)
【耐】15 (+4) 【知】4 (–1)
【魅】12 (+3)
属性 無属性 言語 深淵語
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遭遇R－4

散歩するファウルスポーン
遭遇レベル：６（700xp）

ファウルスポーンの惨めなもの
小型・異形・人型

レベル 7

雑魚 遊撃役
XP 75

hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。イニシアチブ：＋10
AC：21；頑健19、反応20、意志19		
〈知覚〉＋5 夜目
移動速度：6、瞬間移動2

特徴

セットアップ
ファウルスポーンの惨めなもの

４体

デストラカン			

１体（MM）

出現エリア
○街道エリア

PC は黄枠内に配置し、ファウルスポーンとデストラカンは赤枠
内に配置すること。

状況

既に手遅れな程に汚染された下町の住人たちはファウルスポー

ンへと変質してしまっている。
そして、このように変質してしまったクリーチャーは人間だけ
ではない。彼らの家畜やペットまでも大きく変質してしまったので
ある。
以下を読み上げること（ハンドアウト「散歩道にて」参照）：

前方の街道から呻き声とも笑い声ともつかないような奇妙
な声が聞こえる。観ると、醜く歪んだおぞましい生き物が目
の無い獣を連れて向こうから歩いてくる。彼らは君たちを見
るや奇妙な叫び声ともうなり声とも取れる音を搾り出した。
君たちは恐ろしいことに、その醜い人型生物があちこち破
れてはいるものの、人間の服を身に着けていることに気がつ
いた。

戦術

ファウルスポーンの惨めなものはなるべく敵に近づき、近い敵

に集中攻撃をする。
デストラカンはファウルスポーンの惨めなものから６マス以内
の離れた場所に位置して遠距離攻撃を行い、ファウルスポーンの惨

シースレス・マーマーズ／つぶやき通し
2体以上の惨めなものに隣接している敵はみな、意志防御値に－2
のペナルティを受ける。

標準アクション

m クロー◆ 無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー 1体）；＋12 対 AC
ヒット：7ダメージ。この惨めなものから6マス以内にいる味方の
惨めなもの1体は、目標に隣接するマス目へ瞬間移動すること
ができる。

トリガー型のアクション

スクリーミング・エコー／断末魔の呼び声（［瞬間移動］）
トリガー：この惨めなもののhpが0になる。
効果（即応・割込）：この惨めなものは、6マス以内にいる雑魚で
ない味方1体を、この惨めなものの占めているマス目に瞬間移
動させる。
【筋】14 (+5) 【敏】20 (+8) 【判】14 (+5)
【耐】16 (+6) 【知】16 (+6) 【魅】17 (+6)
属性：悪 言語：深淵語、テレパシー 10

デストラカン
大型・異形・魔獣 ( 無視覚 )

HP 80; 重傷値 40
AC 22; 頑健 24; 反応 21; 意志 20
移動速度 6, 登攀 3
完全耐性［凝視］;抵抗［雷鳴］10

レベル 9 砲撃役
XP 400

イニシアチブ +8
〈知覚〉+11 擬似視覚 10

標準アクション

m クロー／爪 • 無限回
攻撃: +14 対AC
ヒット: 1d8 + 4 ダメージ。
(
) • 無限回
R サウンド・パルス／音波衝撃波 ［雷鳴］
攻撃: 遠隔 10; +13 対“反応”
ヒット: 2d6 + 5［雷鳴］ダメージ。
(
) • 再チャージ 3 4 5 6
C ベローイング・ブラスト［雷鳴］
攻撃: 近接・噴射 5; +13 対 “頑健”
ヒット: 2d6 + 5［雷鳴］ダメージ。さらに目標は幻惑状態になる（セ
ーヴ・終了）。
技能 ：〈隠密〉+13, 〈はったり〉+9
【筋】18 (+8) 【敏】18 (+8) 【判】14 (+6)
【耐】20 (+9) 【知】7 (+2)
【魅】10 (+4)
属性：悪 言語：深淵語

めなもののスクリーミング・エコー により前へ瞬間移動するか、複
数の敵が近づいてきたらベローイング・ブラスト で攻撃する。
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遭遇R－5

グリック
中型・異形・野獣

這い出るグリック

HP 96; 重傷値 48		
AC 19; 頑健 19; 反応 14; 意志 15
移動速度 6, 登攀 4
抵抗 “対AC”の効果に対して 5

遭遇レベル：６（1,150xp）
セットアップ

グリック			

２体（MM 2）

出現エリア
○街道エリア

PC 初期位置はマップの黄枠内に、グリックとフェル・テイントはマップ
の赤枠内に配置すること。

状況

断崖の洞窟を通って地下世界から地上へやってきたグリックた

ちは、“ 彼方の領域 ” から来た同じ捕食獣と共に獲物を求めて徘徊
している。これらの捕食獣はお互いの利益のために共に行動してい
るに過ぎない。
以下を読み上げること：

触手のある芋虫に似たクリーチャーが、絡まりあう触手の
塊のようなクリーチャーと共に倒れた馬を食らっている。ふ
と、触手の塊が奇妙な音を出したかと思うと、芋虫たちが獲
物から頭を離し、君たちのほうへと這いずってくる！

戦術

グリックとフェル・テイントの思考使いは互いに協力して獲物

を狩る。それ以外は、MM および MM2 に記載の通りの戦術で行動
する。

22

イニシアチブ +4
〈知覚〉+10 暗視

特徴

３体（MM）

フェル・テイントの思考喰らい

レベル 7 暴れ役
XP 300

エキスパート・フランカー／挟撃の名人
グリックは自分が挟撃している敵に対する攻撃ロールに＋２のボ
ーナスを得る。

標準アクション

m テンタクル・レイク／触手の引っかき • 無限回
攻撃: ＋10 対 AC
ヒット: 2d6 + 4ダメージおよび継続的ダメージ5 (セーヴ・終了)。
技能：〈隠密〉+9, 〈持久力〉+11
【筋】18 (+7) 【敏】13 (+4) 【判】14 (+5)
【耐】16 (+6) 【知】2 (–1)
【魅】7 (+1)
属性：無属性 言語： —

フェル・テイントの思考食らい
小型・異形・魔獣

レベル 2 制御役
XP 125

HP 26; 重傷値 13		
イニシアチブ +2
AC 14; 頑健 13; 反応 13; 意志 15
〈知覚〉+6
移動速度 1, 飛行 6 (ホバリング)
抵抗 非物質的; 脆弱性［精神］5

標準アクション

(
) • 無限回
m テンドリル・カーレス／触手の抱擁 ［精神］
攻撃: ＋6 対“反応”
ヒット: 1d6 + 5［精神］ダメージ。
(
) • 無限回
R スピリット・ヘイズ／心を曇らせる ［精神］
攻撃: 遠隔 10; +6 対“意志”
ヒット: 1d4 + 5［精神］ダメージ。目標はこのフェル・テイントの
次のターンの終了時まで幻惑状態になる。
C ソウト・フォッグ／思考を霞ませる
［精神］
(
［魅了］
,
) • 再チャージ 5 6
攻撃: 近接・噴射 5 (目標は敵のみ); +5 対“意志”
ヒット: 目標は減速状態になる (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に
なる (セーヴ・終了)。
フェル・テイント・フィーディング／むさぼり食らう
［回復］
(
) • 無限回
効果: (目標は無防備または気絶状態のクリーチャー１体); このフ
ェル・テイントは次の自分のターンの終了時まで、“非物質的”
および飛行移動速度を失う。このフェル・テイントは目標に
“止めの一撃”を行う。これによって目標が死亡したなら、
このフェル・テイントのヒット・ポイントは完全に回復する。
【筋】11 (+1) 【敏】12 (+2) 【判】10 (+1)
【耐】13 (+2) 【知】5 (–2)
【魅】16 (+4)
属性：無属性 言語：—
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遭遇R－6

遭遇R－7

遭遇レベル：６（500xp）

遭遇レベル：4（600xp）

セットアップ

セットアップ

流れてくるジバリング・マウザー

ジバリング・マウザー

１体（MM）

暴れ凶馬

変異した荷馬

出現エリア

４体

出現エリア

○月洗いの滝

ジバリング・マウザーは川を泳いでやってくる。PC から少なく
とも５マス離れた川の中に配置すること。

○街道エリア
PC 初期位置はマップの黄枠内に、荷馬は赤枠内に配置すること。

状況

エリアの説明は遭遇１－１を参照のこと。

“ 彼方の領域 ” の影響を受け、醜く変異した動物たちが下町を彷徨って

状況

滝つぼに沈む隕石は “ 彼方の領域 ” からよりおぞましく、不気味

なクリーチャーを呼び込んだ。川を流れているこのクリーチャーは
ただ殺戮と狂気を撒き散らす。

いる。これらの動物たちは助ける見込みが無いと馬舎に置き捨てられた家
畜たちの成れの果てである。

以下を読み上げること：

街道の先を口から泡を吐いている馬が走りよってくる。そ

以下を読み上げること：

水しぶきの音に混ざって、誰か大勢が意味の判らないうわ

の泡は地面に触れるとじゅっと音を立てて小さな煙をあげた。

ごとをつぶやくような音が聞こえ始める。観ると、川に観る

馬の目は完全に狂気に血走っており、その体はかすかに透き

もおぞましい醜悪な肉の塊が流れてくる。それは不定形に蠢

通っており、ところどころ血管や内臓が浮かび上がっていた。

き、無数の目玉と牙のある口が浮き出ている。

戦術

戦術

これらの変異した動物たちは狂気に侵されており、目に付くもの全て

ジバリング・マウザーは川を泳ぎながら、岸辺近くによってな

に襲い掛かる。

るべく多くの敵を自身の能力に巻き込もうとする。

ジバリング・マウザー
中型・異形・魔獣

HP 110; 重傷値 55		
AC 22; 頑健 23; 反応 16; 意志 19
移動速度 5, 水泳 5

特徴

レベル 10 制御役
XP 500

イニシアチブ +7
〈知覚〉+4 暗視
全周囲視覚

O ウォープト・グラウンド／歪む地面 • オーラ 3
敵にとってオーラの範囲内は“移動困難な地形”として扱う。

標準アクション

(
) • 無限回
m バイト／噛みつき ［酸］
攻撃: ＋15 対 AC
ヒット: 1d6 + 6 ダメージ。目標は継続的［酸］ダメージ10を受ける
(セーヴ・終了)。
M ジバリング・フィースト／無数の口の宴(［酸］) • 再チャージ6
攻撃:近接・爆発 5 (範囲内の全ての幻惑状態のクリーチャーの周
囲に、この世のものならぬ無数の口が現れて噛みつく);
＋15 対 AC
ヒット: 1d6 + 6 ダメージ。目標は継続的［酸］ダメージ10を受ける
(セーヴ・終了)。

トリガー型のアクション

(
) • 無限回
C ジバリング／うわごと ［精神］
トリガー : ジバリング・マウザーのターン中でまだ他のアクショ
ンをとっていないときに１回のみ.
攻撃 (フリー ): 近接・爆発 5 (聴覚喪失状態のクリーチャーはこの
攻撃に対して完全耐性を有する); +12 対“意志”
ヒット: 目標はジバリング・マウザーの次のターンの終了時まで
幻惑状態になる。
【筋】19 (+9) 【敏】14 (+7) 【判】8 (+4)
【耐】22 (+11) 【知】4 (+2)
【魅】18 (+9)
属性：無属性 言語：—

変異した荷馬
大型・異形・野獣

レベル 3 暴れ役
XP 150

HP 51; 重傷値 26		
イニシアチブ ＋3
AC 16; 頑健 17; 反応 15; 意志 12
〈知覚〉+ 7暗視、夜目
移動速度 10

標準アクション

m キック／蹴り • 無限回
攻撃: + 7 対AC
ヒット: １d6 + 5ダメージ。

トリガー型のアクション

インサイン・クラリティ／狂気の冴え• 遭遇毎
トリガー : このクリーチャーが攻撃判定または技能判定をし、結果
が気に入らなかったとき。
効果: トリガーとなった攻撃判定または技能判定を振りなおす。
振りなおした結果が奇数だった場合、このクリーチャーは次
の自身のターンの終了時まで幻惑状態となる。振りなおした
結果が偶数だった場合、振りなおした結果に＋5する。
C アンスピーカブル・エラプション／名状しがたき爆発
［酸］
(
) • 遭遇毎
トリガー : このクリーチャーが最初に重傷になったとき
攻撃 (フリー ): 近接・爆発 １
効果: このクリーチャーは爆発し、hp 0になる。爆発範囲内のク
リーチャーは［酸］ダメージ15を受ける。
技能：〈持久力〉+6
【筋】20 (+ 6) 【敏】14 (+ 3) 【判】12 (+ 2)
【耐】17 (+ 4) 【知】3 (–3)
【魅】10 (+ 1)
属性：無属性 言語：—
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ハンドアウト類

ㅡ䈇䉎⣖䉂䈠

㕍੪䉣䊷䊦䊊䉡䉴
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䉬䊙䊤䈱ᣣ⸥

䋱䋹ᣣ
ȑȸȫƕ͂ǕƨŵƣƍƿǜࢊƬƯƍǔǑƏƩŵ
ƋƍƭƸ࣎ᣐƳƍƱƍƬƯƍǔƕȷȷȷ

䋲䋰ᣣ
ʻଐǋǬȸȉȩȳȉƕஹƨŵȑȸȫǛޛƷǁᢤᩊƞƤƯǍǕ
ƱᚕƬƯƍƨŵƦƏƠƨǄƏƕƍƍƔǋƠǕƳƍŵƠƔƠŴȑ
ȸȫƸž࣎ᣐƳƍŴႺƙƴǑƘƳǔſƱᚕƬƯƍǔŵ

䋲䋱ᣣ
ƲƏǋŴƕƠƯǍǇƳƍŵჃ၏၅ǕƩǖƏƔŵȑȸȫƷಮ
܇ƸᑷƠƘƳƍŵƏǘƝƱǛᚕƏǑƏƴƳƬƯƖƨŵ

䋲䋲ᣣ
ȑȸȫƸƢƬƔǓଣზཞ७ƴƳƬƯƠǇƬƨŵႝᐎƷᑥǋƳǜ
ƩƔ໋ᑥƴƳƬƯƖƨŵǬȸȉȩȳȉƸႻ٭ǘǒƣǍƬƯƖƯ
˴ƔᚕƬƯƍƨŵ˴ǛᚕƬƨƷƔᙾƑƯƍƳƍŵƲƏǋŴ᪽ƴ
ƕǜƕǜ᪪ƍƯˁ૾ƕƍŵᛡƔƕ᪽Ʒࡁښư˴ƔǛᚕƬƯƍ
ǔǑƏƩŵ

䋲䋳ᣣ
໋ᑥƩŵƋƋŴ໋ᑥƳǜƩŵƋƨƠƷǋ໋ᑥƩŵ
᪽Ʒɶư٭Ƴ٣ƕƢǔŵ
ƜƜƸƋƨƠƷƍǔǂƖƱƜǖơǌƳƍŵ᧓ᢌƬƯƍǔŵ˴ǋ
Ɣǋƕ᧓ᢌƬƯƍǔǜƩŵ
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