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霧降峠の青銅竜
『ダンジョンズ & ドラゴンズ』対応 5 レベルキャラクター用シナリオ

■ はじめに
“ 霧降峠の青銅竜 ” は 4 レベルの冒険者 5 ～ 6 人向けにデザインされ

た、ダンジョンズ＆ドラゴンズ「トーチ・ポート」ワールド用のシナリ
オである。

■ ゲームの準備
この冒険をおこなうには以下のルール・ブック及びサプリメントが

必要である。『プレイヤーズハンドブック第 3.5 版（以降 PHB）』『ダンジョ
ンマスターズガイド第 3.5 版（以降 DMG）』『モンスター・マニュアル
第 3.5 版（以降 MM）』。また、シナリオの背景情報として、ダンジョン
ズ＆ドラゴンズ対応 日本オリジナル街設定資料集『君が作る街、トーチ・
ポート』を参照しているが、特に言及せず、一部の地名などを読み変え
ることで、他の D&D 用ワールドに組み合わせることもできる。

■ あらすじ
トーチ・ポートの西の雷鳴山は無数の水脈を有し、森や平野、そし

てそこに暮らす生命を育んできた。水脈の恩恵を受け、ふもとの町や村
も豊かな生活を享受してきたが、その「命の水」はいまや生命を殺す毒
に汚されているという。原因を調査すべく、竜が守るといわれる水源（ほ
こら）に冒険者が派遣されたが未だ帰らない。

PC は第 2 陣として雇われ、ほこらに派遣される。
ほこらには何者かが侵入したあとがあり、水源を辿るとほこらを守っ

ている竜、ストームリッパー族の一頭が殺されている。竜の魂が語るに
は「青銅竜の祖霊の力を使って死霊術士がドラコリッチを創ろうとして
いる」という。PC たちは死霊術士を倒し、水源を浄化することができ
るのか？

■ 背景
トーチ・ポートの西にそびえる山々のひとつ、雷鳴山は豊富な鉱物

資源の採掘地であると同時に、滋味あふれる水脈を無数に有し、その流
れはふもとの生きとし生けるものすべての命を支えてきた。

水脈は山中の洞穴に大小の地底湖を作り出し、そこは時にクリー
チャーたちの住み処となった。雷鳴山は “ 霧降峠 ” の洞窟もまた、雷鳴
山に広く生息するブロンズ・ドラゴンの住み処となっていた。地底湖か
らあふれる水はやがて川となり、豊富な水量は干ばつの時でも下流の森
や平原を潤した。

下流に住む人々は、やがてこの水脈が竜に護られたものであると考
え、竜を水脈の守護者として 奉

たてまつる

るようになった。同時に、青銅竜の血
を引くと称するストームリッパー族に統治された部族が洞窟を聖なるほ
こらとなし、下流の文明人たちと共に水脈を護ってきた。

霧降峠の青銅竜は名をルライといい、雷鳴山のどこかに棲まうとい
う巨大竜ストームリッパー（“ 嵐を引き裂くもの ” の意）の孫娘にあたる。
彼女（ヤング：中型）は生まれてからの 20 年ほどを母竜と共にこの洞

窟で過ごしたが、母竜は � 年ほど前にアンダーダーク勢力との戦いに
斃れ、以来この洞窟に一頭で暮らしている。普段は人間形態でいること
を好み、また時折人里に降りて人間を観察することを楽しみとしている。

雷鳴山の青銅竜一族は、ストームリッパーが古代の英知を集結して
創造した祖霊の力を力の源とする魔法装置により護られてきたが、し
ばらく前、祖霊の力が突如として失われ、アンダーダーク勢力はその隙
を突くかのように襲いかかってきたのだった。“ 力 ” は未だに回復せず、
ルライは一族のものと連絡が取れない状態が続いていた。

さて、ルライは一族の義務として、母の死後もこの洞窟を護ってい
たが、つい最近、突然やってきた死霊術士カーンと彼の連れているブ
ルー・ドラゴン（＝マダゲスシュロドゥム）により殺されてしまった。

カーンは青竜の父（＝ドゥルゲラダ）の死体を用いてドラコリッチ
を創造しようとしており、そのためには青銅竜の祖霊を奉る神殿を利用
するのが早道だと考えている。青銅竜同士の連絡が失われた今こそ、そ
の陰謀を果たす好機であると考えたカーンは、しばらく前に死んだ青竜
の死体をルライ亡き後の洞窟に持ち込み、ドラコリッチ創造の儀式の準
備に取りかかった。

カーンは青銅竜の祖霊の力を穢
けが

れた儀式を通じて青竜の死体に吹き
込むことでドラコリッチ化を成し遂げようとしている。その一環として、
カーンとその手下たちは祖霊をまつる聖堂を穢し、また青銅竜の住み処
である地底湖に毒を流し、生命にあふれた泉を死の池へと変貌させた。

地底湖から流れ出た毒水は川の生きものを殺し、またその水を吸っ
た大地は木々や植物を枯らした。

下流の人々は、その原因を突き止めるべく、冒険者の一団を雇って
探索させたが、カーンたちにより彼らの血は穢れた儀式に、その肉体は
作業用に利用されている。

帰ってこない冒険者に不安を募
つの

らせた人々は、再度冒険者を雇い、
探索に向かわせた。

■ 覚え書き
特に断りのない限り、この洞窟の天井までの高さは 20ft、ドア、壁

などはすべて DMG に記載されるもの（いわゆる “ ユニバーサル ” 品）
である。

なお、灰色の網かけの文章は DM が PL に読んで聞かせる部分である。
DM は自分がプレイしやすいようにこれらの描写を適宜変更を加えて話
をしても良い。

シナリオは � パーティ 5 人で、プレイヤーが D&D のセッションにそ
れなりに熟練していることを想定している。もし PC の人数が少なかっ
たり、プレイヤーがあまり慣れていないようなら、クリーチャー数を減
らすなどの対応をとること。
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■ オープニング
PL への PC の説明、自己紹介が終わったあたりで、以下の説明を行う。

雷鳴山のふもとには、峻険な地勢でありながら豊かな森と肥沃
な平原が広がっている。これは雷鳴山の地下を流れる豊富な水脈
が、干ばつの時でも枯れることなく大地を潤し続けた結果である
と言われている。

この水脈は山のあちこちから流れ出ているが、これらのいくつ
かは山に棲む巨大竜ストームリッパーとその一族に護られている
といわれ、水脈の恩恵を受けるものたちは竜に畏敬の念を抱き、
竜を奉るほこらをあちこちに建ててその祖霊と共に信仰の対象と
している。

そうした平穏な状況がここ �00 年ほどの間続いていたのだが、
しかし近年、竜の血を引くという蛮族たちが「竜の声が聞こえない」
と騒ぎ出したり、それと時を同じくしてアンダーダークから奇怪
な生物たちが現れるなど、混沌とした情勢になってきた。

そんななかで、竜に護られているはずの水脈がおかしくなって
しまった。川の生き物は死に絶え、川の水を吸った植物は枯れて
いき、川の水を口にした者は病に倒れた。

「命の水」とまで称された霧吹峠を水源とする水脈の異常が続け
ば、峠の下流の村々はもちろん、その周囲の森や平野までもが滅
んでしまうやも知れない。そう考えた村々は冒険者を雇って峠の
ほこらを調査させたが、冒険者たちは今も帰らない。困り果てた
村人たちは、ついに領主に使いを出し、調査隊の派遣を依頼する。

そうして霧降峠のほこらに派遣されたのが君たちだ。今君たち
はふもとの村に住む狩人たちに案内されて、いまや生命のいる雰
囲気が感じられない川を 3 時間ほどかけて遡り、件のほこらの入
り口に立っている。

狩人二人は「霧が出ていない……やっぱり何かあったんだ」などと
不安そうな顔で呟きながら、さっさと帰ろうとする。

狩人に質問をするなら以下のようなことを答える。

●先に入った冒険者ってどんな連中？
「6 人組で、もとは川の下流の村に交易に来た隊商の護衛だった連中

だ。あんたらほどじゃないけどそれなりに装備も整ってた。おとといの
昼頃出て行ったけど、未だもどらねえ」
●このほこらって中はどんな感じ？

「年に 2 度、春と秋に捧げものをするくらいで、俺たちは入ったこと
はない。でもこの川の水源で、地底湖に繋がってると聞いている。」
●ほこらは何を奉っているの？

「ブロンズ・ドラゴンだそうだ。このあたりの水源だけでなく、アン
ダーダークの化け物や大斧山からやってくるオークたちから護ってくれ
ているという。本当に生きてるのかどうかはよくわからないが、俺の爺
さんが霧に迷ってここに来たときほこらにすごく大きな竜が入っていく
のを見たと言っていた」
●ブロンズ・ドラゴン？

「ああ、雷鳴山にはストームリッパーってものすごく巨大な竜が棲ん
でて、それが自分の子供たちと共にこの山とその水源を護ってくれてい
るそうだ。最近は護ってはくれていないようだが」
●護ってない？

「この川の件もそうだが、ストームリッパーの血を引いているという
蛮族たちが『祖霊の声が聞こえなくなった』などと言っているそうだ。
部族内で分裂まで起こっているんだとか」
●「アンダーダークの奇妙な生き物」って？

「地下水脈は山の地下に網の目のように張り巡らされているんだそう
だが、そこから時々でかい蜘蛛や足がやたらいっぱいある化け物なんか
が出てくることがある。これまではブロンズ・ドラゴンが倒してくれて
いたらしいんだが、最近出てくるようになって『やっぱり青銅竜はいな
くなったんだ』ともっぱらのうわささ」

その他、適宜 PC の質問に答えたところで、適当なところで「そろそ
ろ俺たちは行くよ。こんなところで夜を迎えるなんてまっぴらだからな」
と去っていく。

■ 入り口～祭壇
霧降峠のほこらは豊富な水量を誇る滝の脇にできた自然洞に手が加

えられたものである（竜を崇める人々が手を入れたと言われているが、
実際にはここに棲む竜が行ったものである）。

　
A1：ほこらの入り口

PC はここからゲームをスタートする。
狩人たちが逃げるように去ったあと、PC 一行のため以下の文を読み

上げる。

川沿いに続いた山道はしっかりと踏み固められ、多くの歳月の
間に無数の人々が往来していたであろう事を想像させる。道には
無数の足跡が残され、中には新しいものもある―おそらくは君た
ちに先駆けて入ったという冒険者たちだろう。

左手に見える滝の水は噂に聞いていたようなきれいな水ではな
く、鉛色で、なんとなく鈍い光沢を放っているようにも見える。
鼻を突くような金属臭があり、川沿いには魚が白い腹を見せて浮
かんでいる。

道は滝の脇にある洞窟にそのまま続いている。洞窟の入り口に
は石でできた門がある。素朴な作りのようだが、よく見ると表面
には無数の文字や文様が彫刻されている。

川の水は上の文にもあるように金属臭を放ち、見るからに飲用でき
なそうに見える。カップ一杯ほども飲めば、難易度 �5 の頑健セーヴに
失敗すると【耐】－ � を与える毒となる。魚はこの毒で死んでいる。

道の足跡は往復しているものが多いが、足跡を見て〈視認〉ないし〈生
存〉判定で、難易度 �5 に成功した者は

・あたらしい足あとにはたくさん入っていった足跡があるのに、出て
きた足あとにあたらしいものはみつからない。

・それらの足跡には、いくつか靴あとではないものが混じっている。

という点に気がつく。
このことに気づいた PC はさらに難易度 �5 の〈知識：神秘学〉判定

で竜の眷属の足跡を、難易度 �5 の〈知識：地域〉判定でゴブリンやホ
ブゴブリンとおぼしき足跡を見つける（数は竜族は � 体、他は数体ずつ）。
また、難易度 20 の〈視認〉判定に成功した者は「一番大きな足跡（30cm
くらい）は歩き方がおかしい（つま先立ちしているかのように、前の方
にだけ体重がかかっている）ことに気がつく（後述：ミノタウロス＝ス
ワッシュバックラーの足跡）。

石の門は、この地の近隣に住む蛮族たちが備え付けたものに、竜が（戯
れに）石に文様を施したもの。竜語が読める者は「この門は偉大なる青
銅竜ストームリッパーとその眷属に捧げられたものであり、人と青銅竜
の信義と友誼の証である」といったことが無数の飾り彫りと共に書いて
あることがわかる。 
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A2：捧げ物の間

しばらく緩い上り坂の洞窟を進んだ先はやや広くひろがってお
り、小さな泉がある。じめじめした空気の中に、先ほどの金属臭と、
そして腐敗臭が感じられる。

奥の方は大きく岩場がせり出し、その上に竜の白骨が翼を広げ
たまま、静かに横たわっているのが見える。あたかも神像のよう
な崇高な雰囲気すら漂わせるその骨を奉るためであろう、泉の対
岸にはなめらかな石でできた捧げ物台と、その左右を護るように
捧火台があり、数多くの果物や野菜、魚、肉、花などが所狭しと
捧げられている。

泉はかつては清水をたたえていたのだろうが、いまは金属臭を
放つ無機質な水をたたえ、岸辺には死んだ魚がぷかぷかと浮かん
でいる。

そして部屋の中央には、5ft 四方ほどもある血痕が、未だ乾きき
らぬままに残されている。血痕からはいくつかの足跡が伸びてい
るようだ。

部屋の水際（マップ “A2” のあたり）には 2 匹のファントム・ファン
ガスがいる。彼らはグレーター・インビジビリティ能力で消えたまま休
んでいるが、PC が �5ft 以内にはいると活動を開始する（〈忍び足〉+6
しつつ移動・攻撃）。彼らは青銅竜の力が失われた好機にアンダーダー
クからここにさまよい出てきた。

血痕は湿気の多い洞窟内であるため今も乾燥しきらぬままに残って
おり、腐敗臭を放ちはじめている（難易度 �5 の〈治療〉判定の成功で、
2 日以内のものであろうと推測ができる）。

血痕からはそれを作り出したであろうものの足跡がいくつか残され
ている。難易度 �0 の〈生存〉判定の成功で追跡可能だが、右の捧火台
の左側で突然消失している。また、難易度 �5 の〈視認〉判定に成功し
た者は「人型生物がここで切られるなどしたあと、どこかに運び去られ
た」とおぼしき痕跡を発見できる。また、部屋の中にはたくさんの足跡
が残されている。足跡は新旧様々だが、新しいものは一様に左側に向かっ
ているように見える。

ちなみに血痕は PC たちに先じて進入していた冒険者たちのもので、
彼らは半死半生のまま生け贄とすべく、オークやミノタウルスの手で深
層へ連れ去られた。

捧げ物台の上に奉納された食料や花は、多くがしなびたり乾いたり
腐ったりしているため、食用するには難しい。

捧火台には誰かが捧げ物として残していったのであろう、硬貨が数
枚ずつ奉納されている（回収するなら �d20 枚ずつの銅貨・銀貨・金貨
がある）。捧火台の縁には文字が象眼されており「青銅竜は銀の輝きを
好む」とある。向かって右の捧火台の皿に硬貨（種類は問わない）を入
れた PC がいたら、PC は全員、難易度 20 の〈聞き耳〉判定を行うこと。
成功したら捧火台の左側に何かが出現した気配を感じる。この捧火台は
魔法の装置であり、硬貨の当たる音に反応して 3 分の間、捧火台の基
部から正面にせり出す岩場の横まで、まっすぐで透明なはしごが出現さ
せる（フォース・ラダー呪文（『呪文大辞典』）：青銅竜たちが残した仕
掛けである）。このはしごを使えば判定をせずとも竜の白骨が残された
岩場の上へ移動できる。

また、はしごを使わずとも泉に入って岩場にとりつき、それをよじ
登ることで岩場の上に出ることもできる。ただし、泉は近づくとかなり
流れが速いのが見てわかる。（向かって右側の方に流れて行っている様
子から、おそらくは壁の向こうに流れて先ほどの滝に合流しているのだ

ろう、と予測できる）。もし泉に入るものがいれば毎ラウンド、難易度
�2 の【筋】判定を行うこと。失敗したら流れに足を取られ �5ft 滝側に
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移動させられる。この移動により、部屋の壁に突き当たるようなことに
なったら、その部分に開いている天然の水路に吸い込まれ、外の滝へ放
り出され、30ft 分の落下ダメージを受ける。

せり出した岩場の壁はオーバーハングしている上、こけなどにより
登りにくい（〈登攀〉難易度 20：30ft）。

岩場の上まで何らかの方法で登ることができた者は、下からはちょ
うど影になって非常に見えずらかったところに、天然の洞窟を整形した
階段があるのが見える。さらに難易度 �5 の〈視認〉判定に成功するこ
とで、この「はしご」を使ったとおぼしき足跡の群れが皆そちらに向かっ
ている事に気づく。

また、白骨を調べた者は〈知識：神秘学〉、〈生存〉、〈知識：自然〉
のいずれかで難易度 �5 の判定に成功することで、この骨が精巧に作ら
れた偽物であることを見破ることができる。  

階段は緩やかなもので、時々下ったり緩やかに曲がったりしながら
200ft ほど続く。

■竜の棲み家
この階層はつい先日まで青銅竜ルライが起居していた場所である。

ルライとその母は平時は人間形態でいることを好んだため、竜としての
住居と言うより人間が住んでいるような形態をしている。

現在、ルライは殺され、寝床であった地下湖もブルードラゴンの「水
破壊」能力やカーンの流した毒により汚されている。カーン達はルライ
の住居をくまなく探索し、青銅竜の “ 祖霊廟 ” に繋がる隠し扉を発見し
た。また、この階層にはいざというときの備えとしてオークを中心とし
た兵士を置いて、自分の仕事の邪魔をされないよう準備している。オー
ク達は呪文により侵入者を発見し、奇襲するための準備をしている。

　
B1：死せるルライ

階段を上がりきったところからしばらく人工的な通路が続き、その
先からは穏やかに水が流れる音が聞こえる。これまで同様の金属的なに
おいに混じるように、微かに血のにおいが感じられる。

通路を抜けて出た先は円形のホールのような部屋で、岩をくり
ぬいて円形にした広い広間の、半分ほどが水をたたえたプールに
なっている。

部屋は天井のあちこちにはめ込まれた、柔らかな光を放つパネ
ルのおかげで明るい。

入って左側には円型の壁を切り取るように平面で構成された壁
がつきだしている。そしてそのつきだした部分のあたりに、青銅
色の鱗を持つ竜が血まみれになって倒れている。

ルライは既に事切れている。剣や斧で斬りつけられたあとが全身に
無数にあるほか、大きな牙で首をかみ砕かれたのが致命傷であろう。な
めらかなラインであった首筋はざっくりと大きな傷口を開き、美しかっ
たはずの青銅色の鱗は血しぶきと泥にまみれてその輝きを失っている。

難易度 �5 の〈知識：神秘学〉判定の成功で、これがブロンズ・ドラ
ゴン（ヤング）であること、難易度 20 で「電気ブレスを吐く、飛ぶ、
人と対話する能力がある」などがわかる。

戦いの跡を難易度 �5 の〈視認〉判定の成功で、壁に雷のものと思し
き焼けこげや、竜以外の血の跡、カラになったポーション瓶などが打ち
捨てられていることに気づく。難易度 20 を超えた場合は「明らかに人
型生物が何人か倒れた跡」がある（が、死体は残っていない）ことにも
気づくことができる。

部屋の水の部分はルライの寝床である。地底湖から流れてくる清水
がなだらかなスロープのプールに注ぎ込まれるように作られているが、
上流に当たる地底湖の水が「破壊」されているため、ここの水も飲用で
きない（なお、ここの水が A の泉→滝に流れ込んでいる）。なお、このプー
ルの奥にはルライと彼女の母の財宝が敷き詰められている。

PC がひと通り殺害現場を調べ終えた頃、部屋の直線部分の戸口（扉
はない）の向こう（B2）に薄く青白い光に包まれた美しい少女がいつ
の間にか現れ、じっと PC 達のほうを悲しそうな目で見ているのに気づ
く（B2 へ）。
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B2：ルライ居室

部屋は書斎のようなつくりになっている。作りつけの本棚や箪
笥、大きな執務机が置かれており、床には厚いじゅうたんが敷か
れている。壁には風景画が飾られているほか、厚い皮装の本が列
をなしているほか、趣味のよい落ち着いた装飾品がいくつか並べ
られている。

そうした部屋の隅のほうに、�5、6 歳とおぼしい美しい少女が、
薄く青白い光に包まれて立っている。貫頭衣のようなシンプルな
麻の衣に身を包んだ彼女は、サンディブロンドの長髪を皮ひもで
束ねただけの質素な装いであるにもかかわらず、見るものの目を
引く美しさを備えていた。

彼女は侵入者であるはずの君たちを見ても、ただ悲しそうな目
でじっと見ているだけだ。

「少女」はルライのゴーストである。
彼女は普段この姿で生活し、時には人里まで降りていた。彼女はカー

ンたちの進入に気づき、竜形態で戦いを挑んだが、カーンの呪文とオー
クや青竜たちの前についに倒れた（カーンは本当は殺さずに祖霊廟まで
連れて行き、青銅竜の祖霊とアクセスさせてその力を奪うつもりだった
が、あまりの抵抗の激しさに殺さざるを得なくなった）。

PC が声をかけるなどするか、近寄ろうとすると消え入るような苦し
そうな声で、あえぐようにして話し始める。「お願い……助けて……止
めて……彼らを……」

●君はだれ？
「わたしはルライ……ストームリッパーの血を引くもの……」
●いったい何もの？
「幽霊……なんでしょうね。私は殺された……カーンという名の死霊

術士と、彼の連れの戦士達の手で……」
●なんで殺されたの？
「カーンはここが青銅竜の祖霊廟に繋がっていることを知っていた

……雷鳴山は大いなる青銅竜ストームリッパーが見守ってきた……で
も、いつしか行方知れずに……祖霊廟を繋ぐ連絡網も消えて……地下の
異形や雷鳴山のオーク達は、それを知っていたかのように……カーンは
この部屋の奥の隠し扉を通って……止めないと……」
●祖霊廟って？
「ストームリッパーの祖先と、彼女の子らの魂の力を蓄える……彼女

と彼女の眷属を守るために……」
「祖霊廟はたくさんのほこらと繋がっている……かつてはほこら同士

で連絡して……でも、いまは……」
●カーンは何をしようとしてるの？
「巨大な青竜の死体を運び込んだ……祖霊の力で、死んだ竜から……

強大な……怪物を作るために……祖霊の力はエネルギー……善悪の区別
はない……止めなきゃ……」

●そこで死んでいる竜は？
「そこの竜……私が……守らないと……お願い……」

他に質問があるようなら時間見つつ回答してよい。（DM が用意して
いない質問が出た場合には、「竜の……魂が……呼んで……助けて……」
と繰り返すだけである。）

　
充分情報が伝わったと DM が判断したら、ルライは薄く明滅を始める。

「ああ……お母さん……祖霊達が……お願い……私を……連れて……」

という言葉を残してルライは消え去る。と同時に、からん、と小さな音
を立てて青銅竜の鱗に革ひもを通したネックレス（アミュレット相当）
を残す。

　
ネックレスに触ったり装備しても特に問題は起こらない。装備した

者は、肌が青銅色の鱗のように見えるうっすらとしたオーラに覆われる
（外皮ボーナス +�）れ、さらにほこらや祖霊廟の周囲 �00ft 以内で装備
すると秘術呪文の術者レベルが +� される（このネックレスを装備した
者は即座にこれらの効果を理解する）。

部屋の奥にはルライのいうように隠し扉（開閉装置のレバーが出っ
ぱなしになっているため、即座に発見できる）がある。この扉を〈捜索〉
した場合、難易度 26 の判定で扉の上端にアラーム呪文（無音型）が仕
掛けられていることがわかる（気づかずに開けた場合、PC はアラーム
の発動に気づかない）。また、仮に気づいても B3 の待ち伏せ要員達の〈聞
き耳〉であれば、隠し扉をあけるなどの行動は確実に気づかれる。

B3、B3+：待ち伏せ

隠し通路は木の板が床代わりに渡された 5ft 幅のもので、通路の
岩肌はキレイに整形されている。途中一度右に折れ曲がって、突
き当たりに先ほどと同じような隠し扉の開閉装置があるのがわか
る。

開閉装置は単純なものなので、誰にでも簡単に開くことが出来る。
B3 の地図を出すこと。

この部屋は「現在の見かけ」と「本来の姿」が違っている。こ
の部屋で待ち伏せしているカーンの部下の 2 人の幻術士が幻影の
壁を作り出して PC 達を惑わせ、オーク戦士達に好機を与えようと
しているためである。

よってこの部屋のマップは 2 種類ある。PC が最初入るのは B3,
幻覚が消えたあとはこれに B3+ を追加すること。

この部屋は本来 35ft（7 マス）四方の部屋である。
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扉を開き、�、2 人が部屋に入った時点で以下の説明を行う。

隠し扉を開けると、右側に広間が拡がっており、部屋の隅に魔
法陣が描かれているのが見える。手前側にはキャンプをしたと思
しき燃えさしや木ぎれ、食べ物カスなどが散らばっており、壁際
には丸められた寝袋や毛布、ずだ袋などが山積みされている。

そんな中、右手の壁の前に置かれた小さな石像が、見る間に大
きくなっていくのが見える。

30cm ほどだった石像は今や天井に着くほど大きな、青白い炎に
包まれた半透明な巨人と化し、部屋に入り込んできた君たちを見
て、乱杭歯の突き出す口元をよだれをたらしながらにやりと笑い、
ぐるるるるぅ、と下水が沸く時のような不快な音を立てた。巨人
が一歩踏み出すと、ぐじょ、というぬれ雑巾のような音を出した。

左側の壁ならびに半透明な巨人は幻術士の幻覚（マイナー・イメー
ジ呪文）である。術者本人は壁を作っているものは壁の向こうに、巨人
を作っているものは部屋手前の寝袋等の山の下に隠れている。部屋に
入った PC はそれぞれ � 回ずつ、〈視認〉判定を行う。幻術士の〈隠れ身〉
達成値は 2� である（精神集中しているだけなので動かないし声も出さ
ない）。成功した PC は袋の下に誰かがいると気づく。

幻覚が音を立て始めてから 2 ラウンド目の最後に、もう一人の幻術
士は左側の壁を消す。そして 3 ラウンド目の最初、準備を整えたオー
ク兵 4 人が PC に斬りかかる。

半透明な巨人はうなり声を上げたりよだれをたらしたり、歩いてボ
ロ雑巾のような音を立てたりするが、PC が近づいても攻撃しようとは
せず威嚇のみ行い、あらゆる攻撃は（当然ながら）透過し、当たらない。

PC の中で「幻覚では？」と言い出すものがいれば即座に意志セーヴ
（難易度 �4）を認めて良い。しかし気づかないようなら、そのまま（重
なるなどしない限り）気づくことはない。この巨人は幻術士の精神集中
が切れたあと、２ラウンドたつと消失する。

オーク兵は基本的には［クレリック＞術者＞取り囲めそうな相手］
の順に狙う。プレイヤーの熟練度やゲーム慣れの度合いを見てもう少し
愚かに振る舞う（つまり堅そうな前衛戦士を狙う）ことにしても良い。

オーク兵出現後、壁を作っていた方の幻術士はショッキング・グラ
スプ呪文で装甲の厚い PC を狙う。また、荷物に隠れた幻術士は呪文攻
撃をしつつオークの後ろなど、近接攻撃を受けずに済む場所に逃げ回る。

彼らを全て倒すことが出来れば、オーク兵の人数分の高品質の武器、
チェインシャツ、（使っていなければ）キュア・モデレッド・ウーンズ
のポーションが人数分、１人あたり 4d20gp、レジストエナジーのスク
ロール（術者レベル 3）2 本などが見つかる。また、雑貨は一般的な冒
険用雑貨（袋、バックパック、食料、水、ロープ、松明など）があるの
で、必要なものがあれば適宜あることにしてもよい。

オーク兵は死ぬまで戦う。幻術士は半数以上が死亡した後、降伏勧
告を受ければ降伏する。

彼らを殺さずにおいた場合、「カーンは青竜の死体を運んでいる」
「カーンは死霊術士で、殺した敵や死んだ仲間をアンデッドにして連れ
て行く」「カーンは大型の青竜を連れている。竜の死体の子供らしい」「俺
たちは大

だ い ふ ざ ん

斧山から来た。族長の命令でカーンの護衛をやらされてる。」
「カーンには『この先には来るな、ここを守っていろ』と命令された」
などのことが聞き出せる。彼らは勇敢な戦士だが、カーンを薄気味悪く
思っており、嘘をついてまで守ろうとはしない。

さらに「カーンは、部屋の右奥の魔法陣の前でなにやら呪文を唱え
ていた。その後、陣に入ったとたん消えた」という。

なお、血の付いた足跡はすべてそちらの魔法陣に向かっている（こ
れはオークが全滅していても残されているので、行く先決定の道しるべ
になるだろう）。

魔法陣に触れたものは体が明滅する。そのまま触れ続けていれば 3
ラウンド後 “C” にテレポートする（戦闘中でも同様）。

他の魔法陣は機能しない。

■ 祖霊廟
C：祖霊廟

一瞬の浮揚感の後、君たちはものすごく広い地下洞と思しき場
所に出る。

天井までは �00ft 以上あり、あちこちから石筍が垂れている。
ごうごうと地下の風が渡る声が響き、その間を埋めるようにどこ
からか滝の流れる音が聞こえる。周辺は地底湖らしく、差し渡し
2 ～ 300ft はある広さの湖面が広がっている。かつてはきれいな
清水を湛

たた

えていたであろう地底湖は、しかし今は見る影もなく汚
れている。そして、君たちが立っているのはその湖面に浮かぶよ
うにして突きだしている水平な石台の上だった。足下では石台に
描かれた魔法陣が青く明滅しているが、光はやがて薄れていく。

石台は長方形で、その奥の方では異様な光景が繰り広げられて
いる。一番奥の石碑と、その上にゆらゆらと浮かぶ火球の明かり
に照らされて見えるのは、5 つの血で書かれた魔法陣に取り囲まれ
た、腐敗しかけ、古いぬいぐるみのように全身を太い糸で縫い合
わされた青竜の死体と、その前にしつらえられた祭壇の前で祈り
を捧げる黒衣の男だった。魔法陣にはそれぞれひとつずつ、冒険
者風の格好をした者の血だらけの死体が置かれており、いずれも
苦悶の表情を浮かべている。そしてその黒衣の男の前にはバラ飾
りの付いたビロードのツバ広帽とシルクのシャツ、深紅のキュロッ
トに長靴下と革靴で身を飾り立てたミノタウルスが剣を杖に立ち
はだかり、さらにその手前には紫色の肌をした者達が平伏して儀
式を見守っている。

宙に浮かぶ火球は黒衣の男が気合いとともに手を振り下ろすた
び、心臓のように脈動し、太陽のフレアのようなエネルギーの奔
流をあたりにまき散らす。そうした動作の数度に一度、溢れ出し
たエネルギーが魔法陣の上まで飛び、パチッ！と大きな音を立て
てはぜると、魔法陣の中心に置かれた青竜の死体が薄赤く輝き、
小さく身じろぎするかのように動くのがわかる。

「もうすぐだ！もうすぐ完成する！」
黒衣の男が叫ぶ。

「青銅竜の祖霊ども、あらがうな！　お前らの力をドゥルゲラダ
に与え、ドラコリッチと為すがいい！」

その声を聞いたミノタウロスは満足げにひとつ頷くと、ひとさ
し指でくいっとツバの縁を持ち上げ「そういうことだ。もうじき
全てが終わる。アンタらが何をしに来たのかは知らんがそれがお
わりゃ俺たちはここを出て行くし、あとで好きなことをしてくれ
てかまわない。なによりこれ以上死人が増えなくて済むって寸法
さ」ときざな口調で語りかける。

そして杖にしていた大型用レイピアとマインゴーシュを構え、
「それとも、力づくで止めてみるかい？」と口を笑みの形にゆがめ
る。と同時に、手前で控えていた者達が一斉に立ち上がり、振り
返る。



7

現在の状況と戦術
・カーンはこの石台上にディセクレイト呪文を範囲拡大して使用して

いる。よって、この石台上のほとんどの場所ではアンデッドは退散
のための魅力判定に－３、すべての攻撃、ダメージ、セーヴに＋１
のボーナス、HD ごとに＋１の追加ヒットポイントを得る（一覧表の
値は既にこのボーナスを加算してある）。

・黒衣の男（カーン）は 5 つの魔法円の手前の祭壇の前に立ち、儀式
に集中している。毎ラウンド自分の手番で d20 ロールを行い、儀式
中なら �� 以上、儀式を行っていないなら �6 以上が出た回数をカウ
ントする（カウントが増えるたび、浮いている火球からほとばしる
エネルギーが竜の死体に流れ込み、竜の体は力を蓄えていく）。カウ
ントが合計 5 になったとき、ドラゴンの死体はドラコリッチとして
蘇生する（このレベルの PC が敵う術はない＝バッドエンドとして終
了）。カーンがダメージを受ける、祭壇を破壊されるなどの妨害を受
けない限り戦闘には参加しない。

戦闘時には自分をジャマした者を執拗に攻撃する。戦闘開始ラウ
ンドにはサモンアンデッド III を使用してバグベアゾンビを 2体召還
する（可能ならジャマしたものを狙う）。

・青竜の死体（ドゥルゲルダ）はマップ中央あたりの魔法陣 5 つの中
央に置かれている。現在死体は青銅竜の祖霊たちの魂のエネルギー
を体に蓄え、もう少しでドラコリッチとして蘇生できる状態にある

（カーンは特殊な儀式と青銅竜の祖霊の力で死体を蘇生させ、かつド
ラコリッチに変成しようとしている）。ちなみに縫いあとだらけなの
は運搬時にカーンにバラバラにされてホールディングバッグなどで
運搬されたため。

・ミノタウロス＝スワッシュバックラーはカーンの護衛を任されてお
り、控えていたアンデッド（グール等）とともに、とにかく儀式の
邪魔をさせない方向で動く。特に、ファイターなどに一騎打ちを申
し込んで時間稼ぎをしたりすることを好む。なお、帽子が汚れるの
がイヤなので角攻撃はしない（でも強力突撃は帽子を脱いで角攻撃
を行う）。

・平伏していた男たち＝グール（4体）はカーンにより作り出された
（Libris Mortis 所載　True Necromancer の特殊能力）もので、儀式
前の「儀式を邪魔する者全てを排除しろ」とのカーンの言葉を忠実
に実行しようとする。なお、彼らは生来ターン抵抗 2 を持ち、ディ
セクレイトで退散の魅力チェック時に -3 ペナルティを受ける。

・青竜（マダゲスシュロドゥム）は水気を好まないため、石台を見下
ろせる地下洞のどこかで昼寝中。戦闘が開始されたラウンドから毎ラ
ウンド終了時に d20 ロールを行い、その合計が 2� を超えるか、あ
るいはミノタウロスかカーンが死んだら石台に邪魔者が出現したこ
とに気がつく。彼はジュブナイル・ドラゴン（大型）であり、�50ft
の飛行速度を持つため、気がついて 2 ラウンド後には石台に降り立
つことが出来る。その場合、まずは父親かカーン（ないしは祭壇）
を守る位置に降り立ち、極力儀式が継続できるような位置をキープ
する（PC が近づかないなら移動せず、ブレスのみで攻撃する）。

戦闘開始１d ３ラウンド後、あるいは PC に死者が出る、青竜が石台
に降り立つ、といったいずれかの状態になったら PC 全員に「私を……
竜の死体に……」というルライの声が聞こえる。言葉通り、竜の死体に
ペンダントをつけたまま触るなどするとペンダントは砕け、ルライが竜
の姿の幽体として飛び出して青竜の死体に入り込む。

その次のラウンドの先頭から、ルライはドラゴン・ゾンビとして戦
闘に参加する（データは敵データリスト参照）。基本的には［生命の危
険のある PC を助ける（ブレス、グラップルなどを利用）＞青竜を攻撃
＞他の敵を攻撃］という優先順位で攻撃する。なお、この時点で竜の死

体はアンデッド化し、呪文による蘇生が不可能となるため、ドラコリッ
チは完成しない。そのことに気がついたカーンは怒り狂い、ルライのペ
ンダントを持っていた PC を全力で殺そうとする。

敵を全滅させることが出来たらエンディングに移行する。PC が全滅、
あるいはドラコリッチが完成した時点でこの冒険は終了する。
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■ エンディング
ルライの助力を得た場合

青竜の死体はそのままその場に崩れ落ち、切れ目を繋いでいた
糸もほどけてバラバラに戻る。その死体の胴体部分から、浮き上
がるように半透明なブロンズ・ドラゴンの幽体がふわりと現れる。

ブロンズ・ドラゴンは美しい少女ルライと同じ声で「ありがと
う……祖霊達……お母さんも喜んでる……わたしはもう、あそこ
には行けなくなったけど……」と火球を寂しそうに見つめながら
呟く。一時とはいえ宿敵の青竜の身に入り、アンデッドとして活
動した彼女は祖霊として迎えられない運命にあるのだ。

しばらくの無言のときが過ぎ去ったとき、火球が一瞬揺らめい
た。

と、先ほどまで盛んに発生していたフレアが再度発生し、空中
ではじける。そこには、非常に美しい女性と、りりしくも隆々と
した肉体を持つ男性とが、いずれも半透明の姿で立っていた。

「……お父さん……お母さん……」
ルライはいつの間にか娘の姿に戻っている。
頷く男女。
ルライは吸い寄せられるように二人の胸に飛び込む。優しく頷

き、背を軽く叩いて泣きじゃくる娘を慰めながら、二人は静かに
PC 達に向かってほほえみかける。

「ありがとう ……心から ……御礼を ……私たちに出来ることは何
もないけれど……せめて……」

そう聞こえたと同時に暗転する。
　
気がつくと、PC は全員傷が全快した状態で、また死んだ者は蘇

生した状態で、ともに A�：入り口にテレポートしている。
そして PC の足下にはバックパックがひとつ。その中にはぎっち

りと金貨と白金貨、そして � 枚だけ、青銅竜の鱗が詰まっていた。
　
ふと見れば、金属臭を放っていた滝の水はいまや甘い水の芳香

を放ち、枯れかけていた川辺の草も朝日の中に青々と背を伸ばし
ている。川には魚がはね、森の木々には鳥が歌っている。

霧降峠の水源が再び命を取り戻したのだ。
    　　　　　　ＥＮＤ
　     
ルライの助力を得ずにカーンと青竜を倒した場合

今にも動き出しそうだった青竜の死体は、儀式の終演とともに
その場に崩れ落ち、切れ目を繋いでいた糸がほどけてバラバラに
崩壊していく。5 つの魔法陣から放たれていた不浄なる力も失われ、
猛るように燃えさかっていた火球もゆっくりと、穏やかな輝きを
放つようになっていく。

ペンダントを下げた PC の後ろに、いつの間にかルライが立って
いる。

「ありがとう ……祖霊達も喜んでる ……。本当にありがとう
……」
「何もお礼は出来ないけど……でも……」
ルライはふわりと浮かび上がり、死んだ PC に口づけすると大き

く吸い込んだ息を吹き込む。すると、命の失われていたはずの肉
体にほんのりと朱がさし、止まっていた呼吸が再びはじまる。また、
傷を負った PC の傷に息を吹き込むと、そこも見る間に直っていく。

「私の魂のひとかけら……どうか、あなた達と一緒に……」
「じゃあ……私、そろそろ行くね……」

ルライは羽のようにふわりと宙に浮き、洞の上で燃えさかる火
球の中に吸い込まれるように飛ぶ。

ルライが火球に触れようとしたそのとき、火球の炎の向こうに、
あたかもルライを待っているかのように手を広げた男女の姿が見
えたのは気のせいだったろうか。

　
気がつくと、PC は全員 A�：入り口にテレポートしている。そ

して PC の足下にはバックパックがひとつ。その中にはぎっちりと
金貨と白金貨、そして � 枚だけ、青銅竜の鱗が詰まっていた。

ふと見れば、金属臭を放っていた滝の水はいまや甘い水の芳香
を放ち、枯れかけていた川辺の草も朝日の中に青々と背を伸ばし
ている。川には魚がはね、森の木々には鳥が歌っている。

霧降峠の水源が再び命を取り戻したのだ。
    　　　　　　ＥＮＤ

なお、バックパックに入っている金貨・白金貨の額は DM の任意で
決めて良い。あるいは参加プレイヤー全員にロールで決めてもらう（各
人 �d20 × �00gp、�d�0 × �0pp など）ことにしても盛り上がるだろう。

■データ・セクション

エンカウント　１（A2：捧げ物の間 P.3）
ファントム・ファンガス ( 強大化 )

中型サイズの植物
ヒット・ダイス：4D8+�2（30hp）
イニシアティブ：0
移動速度：20
ＡＣ：通常 �4、接触 �0、立ちすくみ �4
基本攻撃／組み付き：＋３／＋７
攻撃（ダメージ）：噛み付き＝＋８近接 (�d6+5)
接敵面／間合い：５ft ／５ft
特殊攻撃：－
その他特殊能力：グレーター・インビジビリティ、植物の種族特徴、

夜目
セーヴ：頑健６、反応０、意志０
能力値：【筋】�8(+3)、【敏】�0(0)、【耐】�6(+3)、【知】２(-4)、【判】

��(0)、【魅】9(-�)
技能：< 聞き耳 > ＋４、< 視認 > ＋４、< 忍び足 > ＋６
特技：－
属性：真なる中立
強大化：4HD（中型）
脅威度：４

エンカウント　２（B3、B3+：待ち伏せ P.5）
オーク兵（２人）

中型の人型生物（オーク）／ファイター４
ヒット・ダイス：４d�0+8（34hp）
イニシアティブ：＋２
移動速度：30ft
ＡＣ：通常 �6、接触 �2、立ちすくみ �4
　　チェインシャツ
基本攻撃／組み付き：＋４／＋８
攻撃（ダメージ）：
　２体：グレートアックス（×３）＝＋９近接（�d�2+6）（《回避》、
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《強行突破》、《一撃離脱》）
 ２体：ファルシオン（×２）＝＋ �0 近接（2d4+8）（《武器熟練》、

《武器開眼》）
接敵面／間合い：５ft ／５ft
特殊攻撃：－
その他特殊能力：暗視 60ft
セーヴ：頑健＋６、反応＋３、意志＋１
能 力 値：【 筋 】�8（+4）【 敏 】�4（+2）【 耐 】�5（+2）【 知 】8

（-�） 判】�0（0）【魅】6（-2）
技能：< 威圧 > ＋４、< 隠れ身 > ＋２、< 聞き耳 > ＋４、< 交渉 >、

< 視認 > ＋４
特技：《回避》、《強行突破》、《一撃離脱》／《武器熟練》、《武器開眼》
属性：秩序にして悪
脅威度：４
その他：キュア・モデレット・ウーンズ・ポーション　� 本所持、武器・

高品質、4d20gp

オークの幻術士（２人）
中型の人型生物（オーク）／ウィザード４
ヒット・ダイス：4d4+8（�9hp）
イニシアティブ：＋２
移動速度：30ft
ＡＣ：通常 �6、接触 �0、立ちすくみ �4
基本攻撃／組み付き：＋１／＋３
攻撃（ダメージ）：ダガー（×２）＝＋４近接（�d4+3）
接敵面／間合い：５ft ／５ft
特殊攻撃：－
その他特殊能力：秘術呪文 ４／４／３（●は発動済み）
難易度 �2 0 レベル：リードマジック、ディテクトマジック、

メンディング、ディスラプトアンデッド
難易度 �3 � レベル：●メイジアーマー、●アラーム、レイ・

オヴエンフィーブルメント、マジックミサイル（2 本）
難易度 �4 2 レベル：●マイナー・イメージ、スコーチン

グレイ、●ノック
暗視 60ft
セーヴ：頑健＋３、反応＋３、意志＋４
能力値：【筋】�6（+3）【敏】�4（+2）【耐】�5（+2）【知】�4（+2）

【判】�0（0）【魅】６（-2）
技能：< 隠れ身 > ＋２、< 聞き耳 > ＋４、< 視認 > ＋４、< 呪文学

> ＋４、< 精神集中 > ＋４
特技：－
属性：秩序にして悪
脅威度：４
その他 ス ク ロ ー ル（ レ ジ ス ト エ ナ ジ ー、 １ 人 １ 本 ず つ ）、

4d20gp、呪文書携行、メイジアーマー使用中

■エンカウント　３（C：祖霊廟 P.6）
死霊術士カーン

中型の人型生物（人間）クレリック３、ウィザード３、 
True Necromancer ２

ヒット・ダイス：3d4+3d8+2d6+�6（45hp）
イニシアティブ：＋２
移動速度：30
ＡＣ：通常 �7、接触 �3、立ちすくみ �5
　メイジアーマー、リングオヴプロテクション +�

基本攻撃／組み付き：＋４／＋６
攻撃（ダメージ）：シミター＋１　wornding(�8 ～ 20 ／×２) ＝

＋７近接（�d6+3+【耐】� ダメージ）※クリティカルしても【耐】
ダメージは増えない

接敵面／間合い：５ft ／５ft
特殊攻撃：－
その他特殊能力：ウィザード 4 レベル術者　：　４／４／３
0 レベル：ディスラプト・アンデッド、メンディング、ディテクト・

マジック、リード・マジック
� レベル：ビグビーズ・トリッピング・ハンド、レイ・オヴ・エンフィー

ブルメント、シールド、メイジ・アーマー
2 レベル：ボーンフィドル（『呪文大辞典』）、グール・タッチ、ミラー・

イメージ
クレリック 4 レベル術者　:　４／４＋１／３＋１
� レベル：[ 領 ] コーズ ･ フィアー、リサージャンス（『呪文大辞典』）、

ディヴァイン ･ フェイヴァー、コマンド、[ 任 ] インフリクト ･
ライト ･ ウーンズ

2 レベル：[ 領 ] デス ･ ネル、ホールド ･ パースン、レジスト ･ エ
ナジー、ディセクレイト、[ 任 ] インフリクト ･ モデレット ･ ウー
ンズ、

3 レベル：サモン ･ アンデッド III
セーヴ：頑健 �0、反応 4、意志 �2
能力値：【筋】�4（+2）【敏】�4（+2）【耐】�4（+2）【知】�6（+3）

【判】�6（+3）【魅】�2(+�)
技 能：< 聞 き 耳 > ＋ ４、< 交 渉 >+7、< 視 認 > ＋ ４、< 呪 文 学

>+�3、< 真意看破 >+7、< 精神集中 >+�3、〈知識：神秘学〉+�3
特技：《呪文熟練：死霊術》、ウィージャス信仰（領域：死／魔術）
アンデッド服従
属性：秩序にして悪
脅威度：８
その他 スクロール（サモンアンデッド III)、バッグ・オヴ・ホー

ルディング IV、魔法書（適宜設定）

グール
中型のアンデッド（グール）
ヒット・ダイス：2d�2+2（�5）
イニシアティブ：＋２
移動速度：30ft
ＡＣ：通常 �4、接触 �2、立ちすくみ �2
基本攻撃／組み付き：＋１／＋２
攻撃（ダメージ）：噛み＝＋３近接（�d6+�+ 麻痺 ( 頑健セーブ 難

易度 �2：�d4+� ラウンド )）
爪＝＋１近接（�d3+�+ 麻痺 ( 頑健セーブ 難易度 �2：�d4+�R)）
接敵面／間合い：５ft ／５ft
特殊攻撃：－
その他特殊能力：暗視 60ft、アンデッド、退散抵抗＋２（退散判

定時に HD+2 として扱う）
セーヴ：頑健 0、反応 2、意志 5
能力値：【筋】�3（+�）【敏】�5（+2）【耐】－（－）【知】�3（+�）

【判】�4（+2）【魅】�2（+�）
技能：< 隠れ身 > ＋６、< 視認 > ＋７、< 忍び足 > ＋６、< 跳躍 > ＋５、

< 平衡感覚 > ＋６
特技：《複数回攻撃／ Multiattack》
属性：渾沌にして悪
脅威度：２



�0

その他：ディセクレイト摘要済

ミノタウロス・スワッシュバックラー
大型の人怪（ミノタウロス）
ヒット・ダイス：6d8+2d�0+�6（54hp）
イニシアティブ：＋６
移動速度：30ft
ＡＣ：通常 2�、接触 �2、立ちすくみ �8
基本攻撃／組み付き：＋８／ +�9
攻撃（ダメージ）：大型レイピア＋１＝ +�4 近接（�d8+6（�8 ～

20）） あるいは
大型レイピア＋１＝ +�2 近接（�d8+6（�8 ～ 20)）＆ 大型マンゴー

シュ（ダガー）＋１＝ +�� 近接（�d6+4（�9 ～ 20)）
接敵面／間合い：�0ft ／ �0ft
特殊攻撃：強力突撃　4d6+6
その他特殊能力：足払い＋４（【筋力】＋５＋サイズ＋４、足払い

を仕掛けるときはさらに＋４）
セーヴ：頑健７、反応５、意志５
能力値：【筋】20（+5）【敏】�5（+2）【耐】�4(+2)【知】�3（+�）

【判】�0（0）【魅】８（-�）
技能：< 威圧 > ＋２、< 軽業 > ＋５、< 聞き耳 > ＋７、< 視認 > ＋７、

< 捜索 > ＋２、< 平衡感覚 > ＋７
特技：《イニシアチブ強化》、《攻防一体》、《強打》、《二刀流》、《足

払い強化》
属性：秩序にして悪
脅威度：６
その他：キュア・モデレット・ウーンズ・ポーション１本所持

■エンカウント　３　追加
青竜

大型 ( ジュブナイルドラゴン：能力はヤング ) の竜
ヒット・ダイス：�2d�2+24（�68hp）
イニシアティブ：0
移動速度：40ft、穴掘り ( 不可 )20ft、飛行 �50ft( 貧弱 )
ＡＣ：通常 2�、接触 �0、立ちすくみ 2�
基本攻撃／組み付き：+�2 ／ +�9
攻撃（ダメージ）：噛み＝ +�5 近接（2d6+3）あるいは、噛み＝

+�3 近 接（2d6+3）、 爪 × ２ ＝ +�0 近 接（�d8+�）、 翼 × ２ ＝
+�0 近接（+�d6+�）、尾＝ +�0 近接（�d8+4）

接敵面／間合い：�0ft ／ �0ft
特殊攻撃：ブレス（電撃／直線 80ft　6d8）、水の破壊
その他特殊能力：ドラゴン、非視覚感知 60ft、超視覚
セーヴ：頑健 �0、反応８、意志９
能力値：【筋】�7（+3）【敏】�0（0）【耐】�6（+3）【知】�2（+�）

【判】��（0）【魅】�0（0）
技能：< 威圧 > ＋ �5、< 軽業 > ＋５、< 聞き耳 > ＋ �5、< 交渉 >

＋ �0、< 視認 > ＋ �5、< 忍び足 > ＋６、< 呪文学 >+�0、< 真意
看破 > ＋ �5、< 精神集中 > ＋ �3、< 捜索 > ＋ �5、< 平衡感覚 > 
＋５

特技：－
属性：秩序にして悪
脅威度：７

青竜ゾンビ
超大型サイズのアンデッド ( アダルト・ブルードラゴン )
ヒット・ダイス：2�d�2+42+3+2�（205hp）
イニシアティブ：0
移動速度：40ft、穴掘り ( 不可 )20ft、飛行 �50ft( 劣悪 )
ＡＣ：通常 �8、接触 8、立ちすくみ �8
基本攻撃／組み付き：＋ 22 ／＋ 38
攻撃（ダメージ）：噛み＝ +30 近接（2D8+�3）
接敵面／間合い：�5ft ／ �0ft（噛み付き �5ft）
特殊攻撃：ブレス（電撃 / 直線 �20ft　6d8）
その他特殊能力：竜、アンデッド、非視覚感知 60ft、超視覚、ダメー

ジ減少 5 ／斬撃、� ラウンドに１アクションのみ
セーヴ：頑健７、反応６、意志 �2
能力値：【筋】26（+8）【敏】8（ｰ �）【耐】－（－）【知】(�4)（+2）

【判】�0（0）【魅】�6（+3）
技能：－
特技：《追加 hp》 
属性：秩序にして善
脅威度：７
その他：ディセクレイト摘要済

バグベアゾンビ（サモンアンデッド用：２体出現）
中型サイズのアンデッド（バグベア）
ヒット・ダイス：6d�2+3+6（48）
イニシアティブ：0
移動速度：30( 疾走不可 )
ＡＣ：通常 �6、接触 �0、立ちすくみ �6
基本攻撃／組み付き：＋３／＋６
攻撃（ダメージ）：殴る＝ + ７近接（�d8+4）　または　叩きつけ

＝ + ７近接（�d6+4）
接敵面／間合い：５ft ／５ft
特殊攻撃：－
その他特殊能力：アンデッド、ダメージ減少 5/ 斬撃、� ラウンド

に � アクションのみ
セーヴ：頑健２、反応２、意志５
能力値：【筋】�7（+3）【敏】�0（0）【耐】－（－）、【知】－（－）

【判】�0（0）【魅】１（-5）
技能：－
特技：《追加 hp》 
属性：中立にして悪
脅威度：２
その他：ディセクレイト摘要済



��

■「霧降峠の青銅竜」について
「霧降峠の青銅竜」は、2008 年 2 月 24 日に開催されたホビージャ

パン RPG コンベンションにおいて、「D&D 本格冒険コース」のセッショ
ン用に書き下ろされたものを、ダウンロード・サービス用に更新したも
のです。

著作：石川　雄一郎
編集 / 監修：上田 明 (HobbyJAPAN)
ページデザイン：横井 裕子 (HobbyJAPAN)

ダンジョンズ＆ドラゴンズ日本語版
公式ホームページ：http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/

株式会社ホビージャパン  輸入事業課

■ D&D ビギナーズセット
波乱万丈冒険 "BOX " をあけよう！

好評発売中（2007 年 �0 月 3� 日発売）

ダンジョンズ＆ドラゴンズ
ビギナーズセット

２人～５人用

価格：￥5,040 （本体￥4,800 ＋税）

●彩色済みミニチュア �2 体
（プレイヤー用 4 体とモン
スター 8 体）

●両面フルカラーのダンジョ
ン・タイル 4 枚

●キャラクターの書 4 冊
●ダンジョン・マスターの書

� 冊
●ダイス 6 個
●カウンター � シート
●上級ルールの書 � 冊

■ D&D リプレイ「若獅子の戦
いくさうた

賦」（HJ 文庫 G）

好評発売中（2007 年 �0 月刊行）

HJ 文庫 G　D ＆ D リプレイ

若獅子の戦賦

定価：￥735 （本体￥700 ＋税）

会話型 RPG の元祖「ダンジョンズ & ド
ラゴンズ」、全編書き下ろしの文庫リプ
レイがついに登場 ! 重厚なファンタジー
世界で繰り広げられるカッコいい物語
と、鬼才、田中天らをはじめとするプ

レイヤーたちの爆笑のやりとり、そしてガチなプレイングが三位一体と
なったこの本は、リプレイ界のスタンダードとなる・・・!? 

好評発売中（2008 年 2 月刊行）
HJ 文庫 G　D ＆ D リプレイ

若獅子の戦賦 監獄島編

定価：￥735 （本体￥700 ＋税）

RPG の元祖「D&D」リプレイ好評につ
き第 2 弾登場！！騎士道物語もいよい
よ佳境となり、熱き戦いが繰り広げら
れていく。囚われの父を救うために、
リューマ一行は恐怖の監獄島へと潜入
し、激闘を繰り広げる。さらには、4
人の出会いを描いた外伝「黒騎士が多
すぎる」も収録。「ダンジョンズ & ド
ラゴンズ」の魅力がイッパイつまった
リプレイ集！！ NPC データも収録され
盛りだくさんの内容でお届け！！
 

■ D&D 冒険シナリオ・シリーズ
　キャンペーンとキャラクターの成長を楽しもう。造りこまれた公式シナリオが冒険者を待っている！

好評発売中（2007 年 6 月 29 日発売）

鬼哭き穴に潜む罠
定価：￥1,995（本体￥1,900 ＋税）

“ 塚ふもと ” と呼ばれる小さな町に
ゴブリンの脅威が迫る。人々は町を
救ってくれる勇士を求めている。ゴブ
リンたちを、血なまぐさい略奪強盗に
駆り立てたものは、はたして何か？す
べての謎は深く暗い鬼哭（おにな）き
穴の中にある……

D&D の入門に最適の � レベル用シ
ナリオ。さあ、果てなき冒険の道へ第
一歩を踏み出そう！

好評発売中（2007 年 4 月 27 日発売）

赤い手は滅びのしるし
定価：￥5,040（本体￥4,800 ＋税）

『赤い手は滅びのしるし』は 5 ～ �0
レベル用長編キャンペーン・シナリオ。
アザール・クル率いる軍勢の容赦なき
侵攻を背景に、PC たちは合戦の勝敗
を左右する重要任務に出る。はたして
彼らは敵軍を打ち破ることができるの
だろうか。

全ページフルカラー。わかりやすい
書式が採用された公式シナリオ。


