
Dungeons&Dragons® Table 
―原書版刊行順― ［PHB, etc］ （３ｅ/３.５ｅ） ( 『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』、他 ) 

 

刊行 設定 邦訳名 原題 発行年月 （略称） 

３版  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3 版』 『Player’s Handbook』 ００/０８/０１ PHB 3e 

３版  シナリオ：『地底の城砦』 『The Sunless Citadel』 ００/０８/０１? Ｓｃｅ-01 

３版  『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3 版』 『Dungeon Master’s Guide』 ００/０９/０１ DMG 3e 

３版  『モンスター・マニュアル 第 3 版』 『Monster Manual』 ００/１０/０１ MM 3e 

― （GH） 『グレイホーク・ワールドガイド』 『Living Greyhawk Gazetteer』 ００/１１/０１ LGG 

３版  シナリオ：『秘密の工房』 『The Forge of Fury』 ００/１１/０１ Ｓｃｅ-02 

―  『キャラクター作成ガイド』 『Hero Builder’s Guidebook』 ００/１２/０１ HBG 
      

３版  シナリオ：『夢でささやく者』 『The Speaker in Dreams』 ０１/０１/０１? Ｓｃｅ-03 

３版 （FR） 『フェイルーンのモンスター』 『Monster Compendium：Monsters of Faerun』 ０１/０２/０１ MCMoF 

３版  シナリオ：『環状列石の謎』 『The Standing Stone』 ０１/０４/０１ Ｓｃｅ-04 

３版 （FR） 『フォーゴトン・レルム・ワールドガイド』 『Forgotten Realms Campaign Setting』 ０１/０６/０１ FRCS 

３版  シナリオ： 『邪悪寺院、再び』 『Return to the Temple of Elemental Evil』 ０１/０６/０１ RtTEE 

３版 （FR） 『フェイルーンの魔法』 『Magic of Faerun』 ０１/０８/０１ MaoF 

３版  シナリオ：『夜牙塔の心臓』 『Heart of Nightfang Spire』 ０１/０７/０１? Ｓｃｅ-05 

３版  『次元界の書』 『Manual of the Planes』 ０１/０９/０１? MotP 

３版  シナリオ：『現れた地下都市』 『Deep Horizon』 ０１/１０/０１? Ｓｃｅ-06 
      

３版  シナリオ：『鋼鉄城の主』 『Lord of the Iron Fortress』 ０２/０１/０１ Ｓｃｅ-07 

３版  シナリオ：『迷える魂を喰らう者』 『Bastion of Broken Souls』 ０２/０３/０１? Ｓｃｅ-08 

３版 （おまけ） 『コールオブクトゥルフ ｄ２０』 『Call of Cthulhu：Roleplaying Game』 ０２/０３/０１ CoC 

３版  『挑戦の書』 『Book of Challenges』 ０２/０６/０１ BoCh 

３版  『モンスター・マニュアルⅡ』 『Monster ManualⅡ』 ０２/０９/０１ MM2 

３版  『不浄なる暗黒の書』 『Book of Vile Darkness』 ０２/１０/１０ BoVD 
      

３版  『武器・装備ガイド』 『Arms＆Equipment Guide』 ０３/０３/０１ A&EG 

３.５版  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 『Player’s Handbook 3.5』 ０３/０７/０１ PHB 

３.５版  『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 『Dungeon Master’s Guide 3.5』 ０３/０７/０１ DMG 

３.５版  『モンスター・マニュアル 第 3.5 版』 『Monster Manual 3.5』 ０３/０７/０１ MM 

３.５版  

『次元界の書』、『モンスター・マニュアルⅡ』 、 

他未訳サプリメント用の収録クリーチャーの 

第 3.5 版用アップデート 

http://www.wizards.com/default.asp?x=d

nd/dnd/20030718a 
０３/０７/１８ ― 

３.５版  『高貴なる行ないの書』 『Book of Exalted Deeds』 ０３/１０/０１? BoED 

３.５版 （FR） 『アンダーダーク』 『Underdark』 ０３/１０/０１ Und 

３.５版  『竜の書：ドラコノミコン』 『Draconomicon：The Book of Dragons』 ０３/１１/０１? Dra 

３.５版  『戦士大全』 『Complete Warrior』 ０３/１２/０１? CW 
      

３.５版  『信仰大全』 『Complete Divine』 ０４/０３/０１? CD 

３.５版 （FR） 『フェイルーン・プレイヤーズ・ガイド』 『Player’s Guide to Faerun』 ０４/０３/０１? PGtF 

３.５版 （FR） 
『フェイルーンのモンスター』 巻末の、FR 用の 

収録クリーチャーの第 3.5 版用アップデート 

http://www.wizards.com/default.asp?x=d

nd/we/20040313a  
０４/０３/１３ ― 

３.５版  『サイオニクス・ハンドブック 第 3.5 版』 『Expanded Psionics Handbook』 ０４/０４/０１? XPH 

３.５版 （EB） 『エベロン・ワールドガイド』 『Eberron Campaign Setting』 ０４/０４/０１? ECS 

３.５版 （EB） シナリオ：『最終戦争の影』 『Shadows of the Last War』 ０４/０７/０１? ESce-01 

３.５版  『石の種族』 『Races of Stone』 ０４/０８/１２? RoS 

３.５版  『モンスター・マニュアルⅢ』 『Monster ManualⅢ』 ０４/０９/２３ MM3 

３.５版 （EB） シナリオ：『魔剣の囁き』 『Whispers of the Vampire’s Blade』 ０４/０９/２３? ESce-02 

３.５版  『秘術大全』 『Complete Arcane』 ０４/１１/１８? CAr 

３.５版 （EB） 『シャーン：塔の街』 『Sharn：City of Towers』 ０４/１１/１８? Sh 

３.５版  『宿命の種族』 『Races of Destiny』 ０４/１２/２３? RoD 
      

３.５版  『冒険者大全』 『Complete Adventurer』 ０５/０１/１３? CAd 

３.５版 （EB） シナリオ：『翡翠の鉤爪』 『Grasp of Emerald Claw』 ０５/０１/１３? ESce-03 

３.５版  『自然の種族』 『Races of the Wild』 ０５/０２/１０? RotW 

３.５版 （EB） 『五つ国：ファイヴ・ネイションズ』 『Five Nations』 ０５/０６/２３? FN 

３.５版 （FR） 『ウォーターディープ：壮麗な都』 『City of Splendors：Waterdeep』 ０５/０７/１４? CoSW 

３.５版  『呪文大辞典』 『Spell Compendium』 ０５/１２/２７ SpC 
      

３.５版 （EB） 『エペロン・プレイヤーズ・ガイド』 『Player’s Guide to Eberron』 ０６/０１/１７ PGtE 

３.５版  シナリオ：『赤い手は滅びのしるし』 『The Red Hand of Doom』 ０６/０２/１４ PHoD 

３.５版  『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ』 『Player’s HandbookⅡ』 ０６/０３/０９? PH2 

３.５版  『魔物の書Ⅰ 奈落の軍勢』 『Fiendish CodexⅠ: Hordes of the Abyss』 ０６/０６/１３ FC1 

３.５版 （EB） 『ゼンドリックの秘密』 『Secret of Xen’drik』 ０６/０７/１１ SoX 

３.５版  『魔道師大全』 『Complete Mage』 ０６/１０/１０ CM 

３.５版 （EB） 『ドラゴンマーク』 『Dragonmarked』 ０６/１１/０７ Dr 

３.５版  シナリオ：『鬼哭き穴に潜む罠』 『Scourge of the Howling Horde』 ０６/１１/０７ SotHH 

３.５版  『魔物の書Ⅱ 九層地獄の支配者』 『Fiendish CodexⅡ: Tyrant of the Nine Hell』 ０６/１２/１２ FC2 
      

３.５版  『無頼大全』 『Complete Scoundrel』 ０７/０１/１６? CS 

３.５版  シナリオ：『大帝王の墳墓』 『Barrow of the Forgotten King』 ０７/０２/１３ DD1 

３.５版  『勇者大全』 『Complete Champion』 ０７/０６/０５ CCh 

３.５版  シナリオ：『暗黒洞の尖塔』 『The Sinister Spire』 ０７/０６/１９ DD2 

― （FR） 『フォーゴトン・レルム年代記』 『Grand History of the Realms』 ０７/０９/１８ GHoR 

３.５版  シナリオ：『蛇人間の城塞』 『Fortress of the Yuan’ti』 ０７/０９/１８ DD3 

 

※ 略称は公式で用いられているものとは異なる場合があります。刊行年月日は、Amazon.com および Amazon.co.jp による調査。 

 
―NPC クラス― ［DMG, etc］ （３.５ｅ） ( 『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』――p104、他 )  

 

ＮＰＣクラス名 

基本攻撃 頑健 反応 意志 重要能力値  参照 

・クラス能力 

［a］代案版クラス / ［b］代替クラス特徴 / ［c］種族代替レベル / ［d］その他 

アデプト 

劣悪 劣悪 劣悪 良好 肉体系、【判断力】 『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 

・信仰呪文（１ｌｖ～５ｌｖ）、使い魔の招来 

［b］ 『エベロン・ワールドガイド』 p254 で、宗教的アデプト（１） /  

『シャーン：塔の街』 p165 で、都市のアデプト（１）（同時に宗教的アデプトであることも可能） 

アリストクラート 

標準 劣悪 劣悪 良好 肉体系 『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 

・なし 

  

ウォリアー 

良好 良好 劣悪 劣悪 肉体系 『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 

・なし 

  

エキスパート 

標準 劣悪 劣悪 良好 肉体系、【知力】 『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 

・なし 

  

コモナー 

劣悪 劣悪 劣悪 劣悪 肉体系 『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 

・なし 

  

メイジライト 

劣悪 劣悪 劣悪 良好 【知力】、【敏捷力】  『エベロン・ワールドガイド』 

・秘術呪文（１ｌｖ～５ｌｖ）、呪文体得（1 つ目…） 

  

 
 

 
 

※各サプリメントは、原書の刊行順で整列しました。 日本語版の 『五つ国：ファイヴ・ネイションズ』（2008 年 6 月） までに対応。 
 

―遭遇ごとの宝物の生成手順― ［DMG］ （３.５ｅ） ( 『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 ) ： 
 

方式 内容の説明   財宝量 

（A） 

［“脅威度”としての宝物の生成］ 
（１）脅威度に応じた“標準 1 回”を行う。 

あるいは、DMG p51 の“遭遇ごとの宝物の価格”の表を参考に、DM が宝物を生成。（いずれも平均は同じ。） 

平均 

（B） 

［“モンスター”としての宝物の生成］ 
（１）事前に MM p311 を参照。 
（２）種族および強化の有無を決定（HD の強大化，クラス・レベル，テンプレートなど）。 

（３）決定したクリーチャーの“脅威度”および“宝物”を確認。 

（４）DMG p52 でアイテムの種類をランダム決定⇒DMG p55 で通常のアイテムをランダム生成⇒DMG p211 で 

魔法のアイテムの種類をランダム決定⇒DMG p212 以降（または各サプリメントの付属表）で魔法のアイテム 

をランダム生成。（なお、竜の場合、Dra p273 に既成の“宝の山”の例が記載。） 

あるいは、DMG p51 の“平均的な宝物の価格”の表を参考に、DM がそれぞれの宝物を生成。 

なし 

～ 

数倍 

（Ｃ） 

［“ＮＰＣの基本クラス・キャラクター”としての宝物の生成］ 
（１）DMG p108 で種族をランダム決定。あるいは、DM が種族および強化の有無を決定（テンプレートなど）。 

（２）DM がクラス・レベルを決定。 

（３）DMG p110，PH2 p218，Sh p171 の NPC の装備などを用いて、クラス・レベルに応じた宝物を決定（マルチ 

クラスの場合、通常とは宝物の量が変化するため、おそらく DMG p126 から差し引きが必要）。 

あるいは、DMG p 126 の“NPC の装備品の価格”の表を参考に、DM がクラス・レベルに応じた宝物を決定。 

（なお、その NPC が自作できるアイテムは 70％の市価として計算される； DMG p108 を参照。） 

約 3 倍 

（D） 

［その他の注意点］ 

（a）“モンスター”かつ“NPC の基本クラス・キャラクター”である場合、“モンスター”としての宝物に加えて、基本 

クラス・レベルによる宝物を持つ（DMG p51 を参照； MM のクラス持ちモンスターも参照）。 

（b）“モンスター”ではない“NPC の基本クラス・クリーチャー”である場合、テンプレートなどによって脅威度が 

上昇した場合、クラス・レベルとしてしか宝物しか持たないため、合計の脅威度と比較して宝物の量が少なく 

なる可能性がある。その場合、DMG p51 の“遭遇ごとの宝物の価格”以上の宝物の量を持つように、DM が 

調整を行う必要があると思われる（MM の各テンプレートの例も参照； 通常は不要）。 

 （ｃ）シャーンからゼンドリックの探検隊に参加した場合の、探検隊全体の宝物の量に関しては、Sh p18 を参照。 

さまざま 

 

［財宝の作成］ 
 

※ 知性を持つクリーチャーの場合、“宝物”＝“装備品”となる可能性が高い。ワンダリングの場合、DMG p76 を参照。なお、 

遭遇中に消費してしまう可能性があるアイテムの種類は、全体の 1/2 以下にしなければならない（DMG p53 を参照）。 

 
―パーティの財産の計算方法― ［DMG］ （３.５ｅ） ( 『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 ) ： 

 

代入 内容の説明 計算式   参照表 

（A） “遭遇 1 回”の獲得宝物の平均値 （＝宝物の“標準 1 回”の平均値） ―   DMG p51 表 

（B） “レベル上昇 1 回”の間のパーティ全体の獲得宝物の平均値 ＝（A）×13.3   DMG p54 表（中） 

（C） “レベル上昇 1 回”の間のプレイヤー1 人の獲得宝物の平均値 ＝（B）÷4   DMG p54 表（右） 

（D） 
“レベル上昇 1 回”の間のプレイヤー1 人の残留宝物の平均値 

（獲得宝物のうちの約 1 割を消費したものとして計算すると思われる） 
＝（C）×0.9   DMG p54 表（左） 

（E） “レベルの開始時に”持っているプレイヤー1 人の残留宝物の平均値 ＝（D）を 1ｌｖから累積   DMG p132 表 

（F） 
“レベルの開始時に”持っているパーティ全体の残留宝物の平均値 

（自作したアイテムは 70％の市価として計算する； DMG p108 を参照） 
＝（E）×パーティ人数 

  DMG p132 表 

  ×パーティ人数 
 

［報酬の配分］ 
 

※ 上記は 4 人パーティの場合だが、人数に上下がある場合、人数に比例してその経験点および宝物の分配量が変化するため、

計算上は特に調整を行う必要はない（3 人パーティだと経験点 133.3％で宝物 133.3％、5 人パーティだと経験点 80％で宝物

80％となり、レベル上昇の間のプレイヤー1 人の獲得宝物量は結果的に変化せず、各レベルの開始時には平均量を持っている

計算となる）。ただし、パーティ全体で見れば戦力量が上下するため、アイテムの消費速度が上下する可能性はある。 
 

※ 自然の脅威，動物，罠などは通常は宝物を持っておらず、NPC キャラクターは平均の 3 倍近くの宝物を持っているなど、登場

する脅威の種類によって、獲得宝物に上下が出てくる場合がある。特に必要そうである場合は、DM は（F）の確認を行われたい。

なお、Sh p185 に、都市型のシナリオ（NPC キャラクターばかりの遭遇）を続ける場合の、問題点や対処法などの記載がある。 
 

※ キャラクターが途中で無力化されたり、死亡して蘇生された場合にも、遭遇の経験点は与えられる（DMG p40 を参照）。 
 

※ 新規にキャラクターを作成する場合、DMG p41 を参照（通常はレベルの開始時の経験点を持ち、DMG p132 の財宝量の表

を用いて作成する； DMG p195 の価格上限の選択ルールも参照）。ただし、死亡したキャラクターがパーティに残した、アイテム

の価値は差し引かれる（パーティが引き継いだ装備品の市価＋売却したｇｐ）。なお、死体と共に埋めたアイテムは無視できる。 

 

 

 



Dungeons&Dragons® Table 
―DM 用ツール一覧― ［DMG, etc］ （３ｅ/３.５ｅ） ( 『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』、他 )  
 

―追加ルール― ［Optional Rules］ 

 

［追加ルール］ （※主に DM に必要になると思われるルールのみ） 
 

『高貴なる行ないの書』 （BoED）：  
 

―追加ルール： 「英雄的自己犠牲か殉教によるレベル低下の緩和（p27，p31）」、「平和を戦う場合の経

験点（p31）」。 
 

『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ』 （PH2）：  
 

―追加ルール： 「神託呪文の予言の作成（p58）」。 
 

『魔物の書Ⅰ 奈落の軍勢』 （FC1）：  
 

―追加ルール： 「デーモンの断末魔（p9）」。 
 

『魔物の書Ⅱ 九層地獄の支配者』 （FC2）：  
 

―追加ルール： 「デヴィルから見える堕落の印（p8）」、「デヴィルの昇進と降格（p10）」、「魂の地獄堕ちが

決まる瞬間（p14）」、「九層地獄バートル内の徴税（p45）」。 

 
―冒険のアイデア百選― ［Adventure Ideas］ 

 

［アイデア百選］ （※d％で決定できる種類のみ） 
 

『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 （DMG）：  
 

―アイデア百選： 「冒険のアイデア百選（p44）」。 
 

『戦士大全』 （CW）：  
 

―d％のアイデア： 「d％で決定するランダムな傭兵の任務（p129）」。 
 

『石の種族』 （RoS）：  
 

―アイデア百選： 「冒険のアイデア百選（p191）」。 
 

『シャーン：塔の街』 （Sh）：  
 

―d％のアイデア： 「d％で決定するランダムな都市のイベント（p188）」。 
 

『自然の種族』 （RotW）：  
 

―アイデア百選： 「冒険のアイデア百選（p190）」。 
 

『ゼンドリックの秘密』 （SoX）：  
 

―アイデア百選： 「冒険のアイデア百選（p122）」。 
 

『魔道師大全』 （CM）：  
 

―アイデア百選： 「冒険のアイデア百選（p138）」。 
 

『無頼大全』 （CS）：  
 

―アイデア百選： 「冒険のアイデア百選（p156）」。 

 

―魔法の場所― ［Magical Places］ （３ｅ/３.５ｅ） （ 『フェイルーンの魔法』、他 )  
 

［魔法の場所］ （※MaoF，CD，RoD，Sh，FC2 などにもマップの例が記載されている部分があありますが、それらは割愛しました） 
 

『フェイルーンの魔法』 （MaoF）：  
 

―魔法の場所： 「神秘的な大渦（p42）」～「破滅の穴（p44）」、「ミサル（p46）」。 
 

『次元界の書』 （MotP）：  
 

―魔法の場所： 「永遠なる美の泉（p146）」。 
 

『不浄なる暗黒の書』 （BoVD）：  
 

―魔法の場所： 「悪の残留効果がある場所（p36）」。 
 

『竜の書：ドラコノミコン』 （Dra）：  
 

―魔法の場所： 「竜の墓場（p15）」、「護られている場所（p15）」。 
 

『エベロン・ワールドガイド』 （ECS）：  
 

―魔法の場所： 「ディメンジョナル・シール（p270）」～「エルドリッチ・マシン（p271）」。 
 

『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ』 （PH2）：  
 

―魔法の場所： 「再構築用の探索行の場所の例（p201）」。 
 

『魔物の書Ⅰ 奈落の軍勢』 （FC1）：  
 

―魔法の場所： 「無限階段（p111）」。 
 

『ゼンドリックの秘密』 （SoX）：  
 

―魔法の場所： 「サイトの例（p27）」、「ヴァルクーアの爪（p142）」～「比類なき姿の洞窟（p145）」。（※日

本語版は、これ以降には能力の市価の記載がある。） 
 

『魔道師大全』 （CM）：  
 

―魔法の場所： 「ウィー・ジャスの地下墓地（p142）」～「竜の血の池（p156）」。 
 

『魔物の書Ⅱ 九層地獄の支配者』 （FC2）：  
 

―魔法の場所： 「ワーム・オヴ・ミナウロス（p49）」、「シュライヴァー（p52）」、「ピラー・オヴ・ゲリュオン

（p57）」、「タブジャリ（p75）」。 
 

『無頼大全』 （CS）：  
 

―魔法の場所： 「アティアグの穴（p142）」～「ヒューワード・ホール（p152）」。 
 

『勇者大全』 （CCh）：  
 

―魔法の場所： 「聖なる探索の例と報酬案（p146）」、「ウィー・ジャスの埋葬所（p151）」～「モラディンの冷

たき鍛冶場（p158）」。 

 

 

 

 

 

 

―アーティファクト― ［Artifacts］ （３ｅ/３.５ｅ） ( 『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』、他 )  
 

[アーティファクト] 
 

『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 （DMG）：  
 

―下級： 「スタッフ・オヴ・ザ・マギ（p276）」～「ブック・オヴ・エグゾルーテッド・ディーズ（p280）」。 
 

―上級： 「ザ・シールド・オヴ・プラトール（p281）」～「ジ・オーブズ・オヴ・ドラゴンカインド（p281）」。 
 

―不明： 「未来武器（p143）」。 
 

―破壊方法： 「上級アーティファクトの破壊方法の例（p280）」。（なお、下級アーティファクトは普通に破壊

できる； BoED p120 を参照。） 
 

『邪悪寺院、再び』 （RtTEE）：  
 

―シナリオのため割愛しました。 
 

『フェイルーンの魔法』 （MaoF）：  
 

―下級： 「アーベインズ・ソード・オヴ・アジリティ（p169）」～「ロッド・オヴ・ヴァルマキシアン（p172）」。 
 

―上級： 「クラウン・オヴ・ホーンズ（p172）」、「ナーガ・クラウン（p173）」。 
 

『次元界の書』 （MotP）：  
 

―上級： 「シージ・マリシアス（p108）」。 
 

『鋼鉄城の主』 （Sce-07）：  
 

―シナリオのため割愛しました。 
 

『迷える魂を喰らう者』 （Sce-08）：  
 

―シナリオのため割愛しました。 
 

『不浄なる暗黒の書』 （BoVD）：  
 

―下級： 「ヴァシャラン・クロスボウ（p117）」～「リング・オヴ・ザ・ドレッド・エンペラー（p118）」。 
 

―デヴィルの機械とデーモンの装置の下級： 「コールドロン・オヴ・ゾンビ・スピューイング（p119）」～「ペイン・

ピット（p120）」。 
 

―上級： 「アイアン・フラスク・オヴ・トゥエニィ・ザ・マーシレス（p120）」～「ザ・レゲイリア・オヴ・イーヴル

（p122）」。 

 

『武器・装備ガイド』 （A&EG）：  
 

―下級・上級： 「ザ・クリスタル・オヴ・ジ・エボン・フレイム（p147）」～「ヘルタン（p153）」。 

 

『高貴なる行ないの書』 （BoED）：  
 

―上級： 「ザ・カップ・アンド・タリスマン・オヴ・アル・アクバル（p118）」、「ザ・レゲイリア・オヴ・グッド（p119）」。 
 

―破壊方法： 「上級アーティファクトの破壊方法の例（p120）」。 
 

『アンダーダーク』 （Und）：  
 

―下級： 「タリスマン・オヴ・ピュア・ニュートラリティ（p75）」～「レッサー・アンダーダーク・マップ（p76）」。 
 

―上級： 「グレーター・アンダーダーク・マップ（p76）」、「サード・アイマスカーケイナ（p76）」。 
 

『竜の書：ドラコノミコン』 （Dra）：  
 

―竜用の下級： 「アミュレット・オヴ・スプレマシー（p78）」。 
 

―下級： 「ドラコ・ミステレ（p118）」。 
 

『フェイルーン・プレイヤーズ・ガイド』 （PGｔF）：  
 

―下級： 「シャタリング・ソーズ・オヴ・コーランル・インロース（p125）」。 
 

『サイオニクス・ハンドブック 第 3.5 版』 （XPH）：  
 

―サイオニックの下級： 「スートラ・オヴ・トランクウィル・ソウト（p179）」。 
 

―サイオニックの上級： 「アニュラス（p179）」～「スタッフ・オヴ・エインシャント・ペナンブラ（p180）」。 
 

『エベロン・ワールドガイド』 （ECS）：  
 

―ウォーフォージド・アーティファクト・パーツの不明： 「サークル・オヴ・ブリザヴェイション（p268）」、「タウリッ

ク・ベルト（p268）」。 
 

―下級・上級： 「アッシュ・スピア・オヴ・タカシュ・リン（p269）」～「リスプレンダント・アーマー・オヴ・ダカーン

（p270）」。 
 

『シャーン：塔の街』 （Sh）：  
 

―不明： 「コールドラン・オヴ・ボルドレイ（p169）」。 
 

『翡翠の鉤爪』 （ESce-3）：  
 

―シナリオのため割愛しました。 
 

『ウォーターディープ：壮麗な都』 （CoSW）：  
 

―下級： 「ホーンド・リング（p145）」～「ロッド・オヴ・ラサンダー（p145）」。 
 

『エベロン・プレイヤーズ・ガイド』 （PGｔE）：  
 

―不明： 「ナイトクロー（p35）」、「スカイ・シャーラット（p69）」。 
 

『魔物の書Ⅰ 奈落の軍勢』 （FC1）：  
 

―ブラック・スクロール・オヴ・アームの下級・上級： 「アビサル・ムンドゥス（p102）」～「ルーブリック・オヴ・タ

ルケット・ノア・アーム（p103）」。 
 

『ゼンドリックの秘密』 （SoX）：  
 

―下級・不明： 「アーティファクト呪文（p145）」、「インゴット・アーケイナム（p152）」～「ブレード・オヴ・ザ・バ

ーニング・プロミス（p157）」。 
 

―ウォーフォージド・アーティファクト・パーツの不明： 「スコーピオン・ベルト（p158）」、「ディフェンス・オヴ・

ザ・メイカーズ（ｐ159）」。 
 

―ウォーフォージド・ドーセント・アーティファクト・パーツの上級： 「シーラ（p153）」。 
 

―破壊方法： 「上級アーティファクトの破壊方法の例（p158）」。 
 

『魔物の書Ⅱ 九層地獄の支配者』 （FC2）：  
 

―上級： 「ザ・ルビー・ロッド・オヴ・アスモデウス（p158）」。 

 

 

 



Dungeons&Dragons® Table 
―選択ルール一覧― ［DMG, etc］ （３ｅ/３.５ｅ） ( 『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』、他 )  

 

分類 選択ルール一覧表 
参照 

（変更の規模） 
○/× 

（A～I） 

３.５版 

［プレイヤーの能力値の処理］ 
A：通常のルールを用いる 

（4ｄ6 をロールして低い目 1 つを無視する； 好きな能力値に割り振る； 13 以上が 1 つもないか、修正 

の合計が±0 以下ならば最初からやり直せる）。 

B：変動的再ロールを用いる 

（A と同様だが、作成中に 1 回だけダイス 1 つを再ロールできる）。 

C：平均的キャラクター（割り当て型）を用いる 

（3ｄ6 をロールする； 好きな能力値に割り振る； 12 以上が 1 つもないか、修正の合計が－3 以下 

ならば最初からやり直せる）。 

D：ハイパワー・キャラクターを用いる 

（5ｄ6 をロールして低い目 2 つを無視する； 好きな能力値に割り振る； 15 以上が 1 つもないか、修正 

の合計が＋2 以下ならば最初からやり直せる）。 
 

E：能力値購入（標準型）を使用する 

（25 ポイント； NPC の“精鋭規定値”は 25 ポイント相当）。 

F：能力値購入（ローパワー～ハイパワー）を使用する 

（15～32 ポイントから DM が選択； 本文参照）。 
 

G：系統的キャラクターを用いる 

（4ｄ6 をロールして低い目 1 つを無視する； ロールするのは能力値順で割り振り不可； ただし、作成後 

に能力値 1 つの結果を 1 回だけ再ロールでき、いずれかの能力値 2 つを 1 回だけ入れ替えできる）。 

H：平均的キャラクター（ランダム型）を用いる 

（3ｄ6 をロールする； ロールするのは能力値順で割り振り不可； 12 以上が 1 つもないか、修正の合計 

が－3 以下ならば最初からやり直せる）。 
 

Ｉ： DM が指定した上記以外の方法を用いる。 

PHB p8， 

DMG p165 

（中規模） 

 

３.５版 

［成長の経験点の処理］ 
A：通常のルールを用いる（基本的に遭遇レベルに応じた獲得経験点を獲得する； DM の裁量に 

よって、ストーリー経験点、ロールプレイ経験点などを獲得する； BoED 31 の“平和を戦う”も参照）。 

B：一定の自由形式経験点を用いる（本文参照）。 

DMG p39 

（中規模） 
 

３.５版 
［成長の速度の処理］ 
A：通常のルールを用いる（変化なし）。 

B：成長速度の変更を用いる（獲得経験点および宝物を同じ比率で変更する）。 

DMG p40 

（中規模） 
 

３.５版 

［成長のコストの処理］ 
A：通常のルールを用いる（変化なし）。 

B：技能，特技，クラス能力の獲得には、訓練費用および訓練時間が必要となる（本文参照）。 

C：レベルの上昇時には、休息期間が必要となる（本文参照）。 

DMG p194 

（中規模） 
 

３.５版 

［成長のｈｐの処理］ 
A：通常のルールを用いる（常にｈｐをロールする）。 

B：常にｈｐの固定値を使用する。 

C：レベルの上昇時に A，B のどちらにするのかを選択する。 

DMG p195 

（小規模） 
 

３.５版 

［イニシアチブの処理］ 
A：通常のルールを用いる（イニシアチブ変更アクション以外では変化なし）。 
B：各ラウンドの開始時に必ずイニシアチブ・ロールをやり直す。 
C：各ラウンドの開始時にイニシアチブ・ロールをやり直してもよい。 

DMG p22 

（中規模） 
 

３.５版 

［イニシアチブの知性を持つ乗騎の処理］ 
A：通常のルールを用いる（動物の乗騎と同様に、自動的に騎手と同じイニシアチブ値で行動する）。 
B：個別のクリーチャーとして別々に行動する。ただし、行動遅延によって同時にアクションを行える。 

DMG p23 

（小規模） 
 

３.５版 

［ＡＣの処理］ 
A：通常のルールを用いる（ＡＣの基本値は常に１０を用いる）。 

B：ＡＣは常に防御ロール（1ｄ20）を用いる。また、攻撃を受ける毎に必ず 1 回の再ロールを行う。 

D：AC は常に防御ロール（1ｄ20）を用いる。また、各ラウンドの最初の攻撃 1 回のみ再ロールを行う。 

C：ＡＣの基本値は１０を用いる。ただし、任意の攻撃に対して防御ロール（1ｄ20）を使用してもよい。 

DMG p25 

（中規模） 
 

３.５版 

［攻撃ロールの遮蔽に対する命中の処理］ 
A：通常のルールを用いる（遮蔽に対しては命中しない）。 
B：「遮蔽がなければ命中していた」攻撃は、その遮蔽に対して攻撃が行われる（同じ攻撃ロール値）。

ただし、この遮蔽が「攻撃をかわしてしまった」場合、遮蔽がなかったかのように命中を受ける。 

・この遮蔽が敵対的なクリーチャーの場合、「ＡＣのサイズ・ボーナスと【敏捷力】ボーナスと回避 

ボーナスだけで攻撃を回避できる」場合、攻撃のかわしを行える（＝優先的にかわして遮蔽対象に 

命中させる）。 

・この遮蔽が友好的なクリーチャーの場合、「ＡＣに“サイズ・ボーナスと【敏捷力】ボーナスと回避 

ボーナス以外”だけでこの攻撃を回避できる」場合、この攻撃を無効化できる（＝優先的に弾いて遮蔽 

対象を守る）。また、「上記のボーナスを含めた完全なＡＣでしか回避できない」場合、自身または遮蔽

対象のどちらに命中するのかを選択できる（＝意図的にかわさずに遮蔽対象を守る； なお、これらの 

部分は、ルールブックには書かれていない単なる推測なので注意）。 

DMG p24 

（小規模） 
 

３.５版 

［攻撃ロールのクリティカル・ヒットの処理］ 
A：通常のルールを用いる（通常版クリティカル・ヒットを用いる）。 

B：強化版クリティカル・ヒットを用いる（“瞬殺クリティカル”が発生する可能性あり； 本文参照）。 

C：緩和版クリティカル・ヒットを用いる（クリティカル可能域と倍率が緩和； 本文参照）。 

DMG p28 

（中規模） 
 

３.５版 

［攻撃ロールのクリティカル・ミス（ファンブル）の処理］ 
A：通常のルールを用いる（使用しない）。 

B：攻撃ロールが出目 1 の場合、自動失敗に加えて、追加でファンブルが発生する（本文参照）。 

DMG p28 

（中規模） 
 

３.５版 
［攻撃ロールとセーヴの自動失敗の処理］ 
A：通常のルールを用いる（攻撃ロールとセーヴはロール結果が 1 だと自動失敗； PHB p132，134）。 

B：出目 1 の場合、自動失敗ではなくロール結果が－10 として扱われる。 

DMG p25 

（小規模） 
 

３.５版 

［ダメージのふらつき状態の処理］ 
A：通常のルールを用いる（使用しない）。 

B：1 回の攻撃で現在のｈｐの 1/2 以上のダメージを受けた場合、“ふらつき状態（DMG p27）”となる。 

DMG p27 

（中規模） 
 

３.５版 
［ダメージの大規模ダメージの処理］ 
A：通常のルールを用いる（どのサイズ分類でも、大規模ダメージは一律 50 点以上から）。 

B：サイズ分類により、大規模ダメージの最低の値が±10 ずつ変化する（本文参照）。 

DMG p27 

（中規模） 
 

３.５版 

［能力値ダメージの処理］ 
A：通常のルールを用いる（変化なし）。 

B：呪文能力などに対しては通常と同様だが、その能力値に基づいた判定に対して、これらの 2 点に 

つき－1 のペナルティを与える（管理が若干簡単になり、偶数の能力値が有利となる）。 

DMG p296 

（小規模） 
 

３.５版 

［呪文のセーヴ難易度の処理］ 
A：通常のルールを用いる（セーヴ難易度の基本値は常に１０を用いる）。 

B：セーヴ難易度の基本値は常に 1ｄ20 を用いる。 

C：セーヴ難易度の基本値は１０を用いる。ただし、任意の効果に対して 1ｄ20 を使用してもよい。 

DMG p36 

（中規模） 
 

３.５版 

［呪文の召喚術（招来）効果の処理］ 
A：通常のルールを用いる（常にランダムな個体が招来される）。 
B：常に特定の個体を用いる（常に同一の個体が招来される； 名前や能力値を決定する必要がある）。 
C：任意で特定の個体を用いる（招来者が発動時に A，B を選択）。 

DMG p37 

（小規模） 
 

３.５版 
［武器のサイズ分類が異なる場合の処理］ 
A：通常のルールを用いる（どのサイズでも、実質的に“同じ武器”として扱われる； PHB p111 参照）。 

B：サイズ分類が異なると、実質的な“相当する武器”自体が変化する（本文参照）。 

DMG p27 

（中規模） 
 

３.５版 
［異なる能力値の技能判定を許可する］ 
A：通常のルールを用いる（基本的に許可しない）。 

B：異なる能力値を用いた技能判定を許可する（本文参照）。 

DMG p33 

（中規模） 
 

３.５版 
［異なる能力値のセーヴを許可する］ 
A：通常のルールを用いる（基本的に許可しない）。 

B：異なる能力値を用いたセーヴを許可する（本文参照）。 

DMG p35 

（中規模） 
 

    

３版/ 

３.５版 

［次元界の設定の処理］ 
A：通常のルールを用いる（基本的に通常の次元界設定を用いる）。 
B： 任意の選択ルールを元に、次元界設定を変更する。 

MotP p－ 

（大規模） 
 

 

 

 

分類 選択ルール一覧表 
参照 

（変更の規模） 
○/× 

（A～I） 
    

３版 

［属性の相対的手法］ 
A：通常のルールを用いる（属性の客観的手法）。 
B：通常のルールで使用されている、“特定の属性を狙い打ちする，特定の属性を感知する，特定の 

属性に依存する”などの部分が削除され、「善」や「悪」などと言い切れる部分がなくなる。ただし、 

おそらく神格同士や勢力同士の利害や私情による対立関係は残り、世界設定の中心になりうる。 

（PHB ではディテクト・イーヴル呪文、ホーリィ・スマイト呪文、ホーリィ・オーラ呪文などが削除される）  

（※ ディテクト呪文は“異教徒感知”、清浄および不浄ボーナスは“信徒ボーナス”、悪を討つ一撃は 

“異教徒を討つ一撃”、（善）の補足説明は（信徒）の補足説明などに変更されうると思われる） 

BoVD p6 

（大規模） 
 

３版 

［呪文の特定の効果は［悪］効果］ 
A：通常のルールを用いる（変化なし）。 
B：以下のいずれかを満たす呪文は、いずれも［悪］の補足説明を得る（すでに持っている場合を除く）： 

酷い苦痛を与える、負の感情を与える（おそらく単なる恐怖は除く）、悪の神格やエネルギーから力を 

引き出す、悪のクリーチャーやアンデッドのみに力を与える、悪のクリーチャーやアンデッドのみを 

（招請），（招来），（創造）する、魂を傷つける、邪悪な慣習（生け贄，処刑，麻薬など）に関連する。 

（PHB ではクラッシング・ディスペア呪文、トラップ・ザ・ソウル呪文などが変更を受ける； それ以外の 

BoVD で挙げられている呪文は、3.5 版ですでに［悪］効果に変更済み） 

BoVD p77 

（小規模） 
 

    

３.５版 

［毒の使用は悪の行為］ 
A：通常のルールを用いる（特記がない限りは行動の規定なし）。 
B：ダメージを与える毒の使用は悪の行動とみなされる。 

（PHB ではポイズン呪文、DMG では大部分の毒、MM では毒を持つ知的クリーチャーが変更を受ける） 

BoED p34 

（小規模） 
 

３.５版 

［《武器成聖》の強化版］ 
A：通常のルールを用いる（変化なし）。 
B：《武器成聖》特技を持つ相手が発動したアライン・ウェポン呪文の目標か、 “レリック（BoED p36）” 

の高貴なる武器に対して、さらに追加の能力を与える（本文参照）。 

BoED p33 

（小規模） 
 

３.５版 

［呪文の特定の効果は［善］効果］ 
A：通常のルールを用いる（変化なし）。 
B：以下のいずれかを満たす呪文は、いずれも［善］の補足説明を得る（すでに持っている場合を除く）： 

苦痛による効果を和らげる（単なる治癒は除く）、正の感情を与える、善の神格やエネルギーから力を 

引き出す、善のクリーチャーやセレスチャルのみに力を与える、他の相手のために自己犠牲を行う。 

（PHB ではグッド・ホープ呪文、シールド・アザー呪文などが変更を受ける） 

BoED p33 

（小規模） 
 

    

３.５版 
［一部の種族の“下級版クリーチャー”の処理]  
A：通常の種族を用いる（変化なし）。 
B：スヴァーフネブリン、ドゥエルガル、ドラウ、プレインタッチトは、LA±0 の“下級版”のみが登場する。 

PGｔF p188 

（中規模） 
 

    

３.５版 

［サイオニック・パワーのセーヴ難易度の処理］ 
A：通常のルールを用いる（セーヴ難易度の基本値は常に１０を用いる）。 

B：セーヴ難易度の基本値は常に 1ｄ20 を用いる。 

C：セーヴ難易度の基本値は１０を用いる。ただし、任意の効果に対して 1ｄ20 を使用してもよい。 

XPH p61 

（中規模） 
 

３.５版 

［サイオニック・パワーの抵抗の処理］ 
A：通常のルールを用いる（魔法とサイオニックは同じ効果によって抵抗できる）。 

B：サイオニックと魔法は、対応する効果によってしか抵抗できない。 

C：サイオニックと魔法は、基本的に対応する効果によってしか抵抗できない。ただし、“弱められた 

効果”，“クリーチャーの進化”，“専用の呪文やパワー”のいずれかまたは複数が存在するため、部分 

的に抵抗できる。 

XPH p65， 

DMG p292

（中規模） 

 

    

３.５版 

［人間もどきの種族の処理]  
A：通常のルールを用いる（変化なし）。 
B：ハーフ人間は（人間）の副種別を得る。また、プレインタッチト，通常は来訪者に変化するハーフ 

人間，通常は竜に変化するハーフ人間などは、人型生物（人間）に変化する（それ以外の能力は変化 

しない； PGtF p189 の下級版プレインタッチトの選択ルールも参照）。 

RoD p150 

（中規模） 
 

    

３.５版 

［再訓練の処理］ 
A：通常のルールを用いる（再訓練を使用しない）。 
B： 再訓練を使用する。 

C：再訓練を訓練費用ありで使用する（本文参照； DMG p194 も参照）。 

PH2 p194 

（中規模） 
 

    

３.５版 

［《清浄なる誓い》の強化版］ 
A：通常のルールを用いる（変化なし）。 
B：《清浄なる誓い》特技を持ち、デヴィルに対する戦いに人生を捧げた場合、秩序にして悪の来訪者に 

対する攻撃とダメージのロールに＋1 のボーナスを得る。 

FC2 p31 

（小規模） 
 

    

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

※ 通常は“ランダム性”を増やすものは、長期的に見るとプレイヤーの側にとって不利に働く（好みによるものならば別）。 

 
 

 
 

※各サプリメントは、原書の刊行順で整列しました。 日本語版の 『五つ国：ファイヴ・ネイションズ』（2008 年 6 月） までに対応。 

 



Dungeons&Dragons® Table 
―脅威度順一覧表― ［DMG］ （３.５ｅ） ( 『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 )  
： 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

５ 
NPC の 5 レベル･クレリックの例 
（人間のクレリック 5） 

基本は中立にして善 人型生物  ・DMG p112 

５ 
NPC の 5 レベル･ソーサラーの例 
（コボルドのソーサラー5） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・DMG p112 

５ 
NPC の 5 レベル･バーバリアンの例 
（ハーフオークのバーバリアン 5） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・DMG p117 

５ 
NPC の 5 レベル･パラディンの例 
（人間のパラディン 5） 

常に秩序にして善 人型生物  ・DMG p117 

５ 
NPC の 5 レベル･ファイターの例 
（ホブゴブリンのファイター5） 

基本は秩序にして悪 人型生物  ・DMG p119 

５ 
NPC の 5 レベル･モンクの例 
（人間のモンク 5） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・DMG p120 

５ 
NPC の 5 レベル･ローグの例 
（ゴブリンのローグ 5） 

基本は真なる中立 人型生物  ・DMG p123 

      

６ 
NPC の 5 レベル･ウィザードの例 
（ドラウのウィザード 5） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・DMG p110 

６ 
NPC の 5 レベル･ドルイドの例 
（リザードフォークのドルイド 5） 

基本は真なる中立 人型生物  ・DMG p115 

６ 
NPC の 5 レベル･レンジャーの例 
（ノールのレンジャー5） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・DMG p122 

１０ 
NPC の 10 レベル･クレリックの例 
（人間のクレリック 10） 

基本は中立にして善 人型生物  ・DMG p112 

１０ 
NPC の 10 レベル･バーバリアンの例 
（ハーフオークのバーバリアン 10） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・DMG p117 

１０ 
NPC の 10 レベル･ローグの例 
（ゴブリンのローグ 10） 

基本は真なる中立 人型生物  ・DMG p124 

      

１１ 
NPC の 10 レベル･ウィザードの例 
（ドラウのウィザード 10） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・DMG p111 

1５ 
NPC の 15 レベル･ソーサラーの例 
（コボルドのソーサラー15） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・DMG p113 

1５ 
NPC の 15 レベル･バードの例 
（人間のバード 15） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・DMG p115 

１５ 
NPC の 15 レベル･パラディンの例 
（人間のパラディン 15） 

常に秩序にして善 人型生物  ・DMG p119 

１５ 
NPC の 15 レベル･ファイターの例 
（ホブゴブリンのファイター15） 

基本は秩序にして悪 人型生物  ・DMG p119 

１５ 
NPC の 15 レベル･モンクの例 
（人間のモンク 15） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・DMG p120 

      

１６ 
NPC の 15 レベル･レンジャーの例 
（ノールのレンジャー15） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・DMG p123 

 

脅威度 罠および自然の脅威 補足 種別  参照 

２ ブラウン･モールドの脅威 ― ―  ・DMG p75 

３ 砂嵐の脅威 ― ―  ・DMG p92 

４ グリーン･スライムの脅威 ― ―  ・DMG p75 
      

６ イエロー･モールドの脅威 ― ―  ・DMG p75 

６ 森林火災の脅威 ― ―  ・DMG p86 

７ 雪崩の脅威 ― ―  ・DMG p88 

８ 落盤と崩落の脅威 ― ―  ・DMG p65 

１０ 竜巻の脅威 ― ―  ・DMG p93 
      

さまざま 脅威度 1 の罠の例～脅威度 10 の罠の例 ― ―  ・DMG p69 

さまざま 罠を設計する 本文参照、基本的に 

脅威度１０まで 
―  ・DMG p73 

 

※ この基本ルールには、上級クラスの NPC の例の記載がない（アークメイジ～ローアマスター）。 

 

―脅威度順一覧表― ［MM］ （３.５ｅ） （ 『モンスター・マニュアル 第 3.5 版』 ) ： 
 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

― 

（巻末に脅威度順モンスター表があるため、テンプレート以外 

は割愛しました；  

「アーサック」～「超巨大モンストラス・センチピード」。） 

― ―  ― 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

＋２ 
ヴァンパイア･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：人怪または人型生物） 

常にいずれかの悪に 

変化 

アンデッド 

に変化 
 ・MM p252 

＋２ 

ゴースト･テンプレート 
（分類：後天性  適用：【知力】6 以上の異形，巨人，植物，人怪， 

動物，人型生物，魔獣，竜） 
変化なし 

アンデッド 

に変化 

 ・MM p73， 

MCMoF p83 

＋２ 
（最低 3） 

ハーフドラゴン･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：生きている実体を持つクリーチャー） 

常にドラゴンの属性と 

同様に変化 
竜に変化  ・MM p200 

＋２ 
後天性ライカンスロープ･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：巨人または人型生物） 

自発的に変身すると 

変化（本文参照） 
変化なし  ・MM p252 

＋２ 
リッチ･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：人型生物） 

常にいずれかの悪に 

変化 
アンデッド 

 ・MM p261， 

MCMoF p90 

＋３ 
先天性ライカンスロープ･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：巨人または人型生物） 

常に対応するライカン 

スロープの属性に変化 
変化なし  ・MM p252 

ＨＤにより

変化 

セレスチャル種テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：悪以外の実体を持つ異形，巨人，植物， 

人怪，動物，人型生物，フェイ，魔獣，蟲，竜） 

常にいずれかの善に 

変化 

動物か蟲 

のみ魔獣 

に変化 

 ・MM p118 

ＨＤにより

変化 

ハーフセレスチャル･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：【知力】4 以上の、悪以外の実体を持つ 
クリーチャー） 

常にいずれかの善に 

変化 

来訪者に 

変化 
 ・MM p199 

 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

ＨＤにより

変化 

ハーフフィーンド･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：【知力】4 以上の、善以外の実体を持つ 
クリーチャー） 

常にいずれかの悪に 

変化 

来訪者に 

変化 
 ・MM p202 

ＨＤにより

変化 

フィーンディッシュ種テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：善以外の実体を持つ異形，巨人，植物， 

人怪，動物，人型生物，フェイ，魔獣，蟲，竜） 

常にいずれかの悪に 

変化 

動物か蟲 

のみ魔獣 

に変化 

 ・MM p217 

 

［脅威度と遭遇レベルの算出］ 
 

※ 種族 HD を持たない１レベル・ウォリアーとされているクリーチャーは、記されている脅威度が 1/2 だと「1 レベルの基本クラス

に変更すると脅威度 1 に変化（基本クラス・レベル±0＝脅威度）」、記されている脅威度が 1 だと「1 レベルの基本クラスに変更

すると脅威度 2 に変化（基本クラス・レベル＋1＝脅威度）」となる。また、NPC クラス（アリストクラート，ウォリアーなど）の部分は、

NPC クラス・レベル－1 ぶんが相当脅威度になる（DMG p37 を参照，MM のスヴァーフネブリン、ドラウ、ドゥエルガルなども参考）。 
 

※ テンプレートや種族 HD の強大化を適用する場合、MM p291，p293 を参照。 
 

※ 種族 HD を持つ通常のモンスターにクラス・レベルを持たせる場合の脅威度は、本書 p293 を参照（ECL ほど厳格ではない）。

また、精鋭規定値に関しては、DMG p165，MM p290，MM p294 を参照。 
 

※ なお、基本クラス・レベルによる強大化を行った場合、基本的に精鋭規定値の適用を含むとされている（MM p294 を参照）。

そのため、モンスターの場合、「精鋭規定値を適用」，「精鋭規定値、基本クラス・レベル 1 を適用」，「精鋭規定値、基本クラス・

レベル 1、NPC クラス・レベル 1 を適用」，「精鋭規定値、基本クラス・レベル 1、NPC クラス・レベル 1、脅威度が上昇しない程度

の HD の強大化を適用」は、そのまま単純に計算してしまうと、いずれも脅威度＋1 で同等だという若干おかしい計算になる。この

事から、脅威度と比較して、無計画な強化とならないように注意されたい。 
 

※ 状況による遭遇レベルの変化に関しては、DMG p37 を参照。2 体以上の敵による遭遇レベルの変化に関しては、DMG p48

を参照（望む遭遇レベルから逆算する事も可能）。なお、いずれの場合も、各自の“脅威度”自体は変化しない。 
 

※ NPC が消費できる蓄積経験点に関しては、竜の場合、術者レベル×1ｄ6×100XP 程度とされている（Dra p23 を参照）。 
 

［NPC のプロフィール］ 
 

※ 属性の副種別を持つ来訪者は属性変化の可能性なし、“常に”だとほぼ全員がその属性、“通常は”だと半数以上がその属性、

“しばしば”だと 40％～50％がその属性となる（MM p311 を参照）。なお、最初の 1 つ以外は、アトーンメント呪文の“救済あるいは

誘惑"効果（PHB p198 を参照）、何らかの理由（DMG p169 を参照）、改心（BoED p28 を参照）、贖罪（CCh p140 を参照）など

によって、属性変化を行える。 
 

※ 各種族の名前の例については、PHB，Und，ECS，XPH の主要種族の紹介部分、『キャラクター作成ガイド』、『種族』 シリーズ

などに記載がある。また、FRCS に FR の人間の名前、Dra に竜の名前、FC2 にデヴィル，ヘルブレッドの名前の例の記載がある。 
 

※ NPC のランダムな特徴および性格に関しては、DMG p126，PH2 p223 を参照。 
 

※ PC，腹心，長期的なメンバーとして使用する場合、脅威度ではなく有効キャラクター・レベルを用いるため、DM を行う場合は

注意（種族 HD＋レベル調整値＋クラス・レベルが有効キャラクター・レベルとなる； 基本的には、脅威度よりもレベルが高くなる）。 

 
―脅威度順一覧表― ［Sce-01］ （３ｅ） （ 『地底の城砦』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC と追加クリーチャーは割愛しました。） ― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［Sce-02］ （３ｅ） （ 『秘密の工房』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC と追加クリーチャーは割愛しました。） ― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［Sce-03］ （３ｅ） （ 『夢でささやく者』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC と追加クリーチャーは割愛しました。） ― ―  ― 

 

―脅威度順一覧表― ［MCMoF］ （３ｅ/３.５ｅ） （ 『フェイルーンのモンスター』 ) ：： 
 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

― 
（巻頭に脅威度順モンスター表があるため、テンプレート以外 

は割愛しました； 「アーラコクラ」～「レヴナントの例」。） 
― ―  ― 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

±０ 
ユアンティ･ブルードガード･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：人型生物） 

通常は混沌にして悪 

に変化 

人怪に 

変化 
 ・MCMoF p86 

＋１ 
カースト･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：人型生物） 

常に混沌にして中立 

に変化 

アンデッド 

に変化 
 ・MCMoF p82 

＋１ 
ビースト･オヴ･ゼヴィム･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：本文参照） 

おそらく常にいずれかの 

悪に変化 
変化なし  ・MCMoF p85 

＋１ 
レヴナント･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：人型生物） 

常に真なる中立に 

変化 

アンデッド 

に変化 
 ・MCMoF p91 

＋１ 
ユアンティ･テインテッド･ワン･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：人型生物） 

通常は混沌にして悪 

に変化 

人怪に 

変化 
 ・MCMoF p86 

＋２ 

ゴースト･テンプレート （データ追加） 
（分類：後天性テンプレート  適用：【知力】6 以上の異形，巨人，植物，人怪， 

動物，人型生物，魔獣，竜） 
変化なし 

アンデッド 

に変化 

 ・MM p73， 

MCMoF p83 

＋２ 
グッド･リッチ･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：人型生物） 

常にいずれかの善 

に変化 

アンデッド 

に変化 

 ・MM p261， 

MCMoF p83 

＋２ 
リッチ･テンプレート （データ追加） 
（分類：後天性テンプレート  適用：人型生物） 

常にいずれかの悪に 

変化 

アンデッド 

に変化 

 ・MM p261， 

MCMoF p90 

 

※ このサプリメントには、上級クラスの NPC の例の記載がない（ビホルダー・メイジ）。 
 

※ 本書巻末により、モンスター部分は第 3.5 版に対応。 

 
―脅威度順一覧表― ［Sce-04］ （３ｅ） （ 『環状列石の謎』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― 
（シナリオのため、NPC，追加クリーチャー，追加テンプレートは 

割愛しました。） ― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［FRCS］ （３ｅ/３.５ｅ） （ 『フォーゴトン・レルム・ワールドガイド』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

５ 
典型的なザナサーの奴隷商人 
（人間のローグ 3/ファイター2） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・FRCS p266 
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脅威度 人物名 属性 種別  参照 

      

６ 
典型的なドラゴン･カルトのウィザード 
（人間の死霊術士 6） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・FRCS p269 

７ 
典型的な“火のナイフ団”団員 
（人間のローグ 4/ファイター1/アサシン 2） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・FRCS p272 

７ 
アーク、蒸気湖地域の住人 
（男性のトロルのファイター2） 

混沌にして中立 巨人  ・FRCS p139 

７ 
センガル、“黒血団”のメンバー 
（男性のライトフット･ハーフリングのドルイド 5 のワーウルフ） 

中立にして悪 変身生物  ・FRCS p265 

７ 
ブロニア･ストーンスプリッター、冒険者 
（女性のゴールド･ドワーフのウィザード 7） 

中立にして悪 人型生物  ・FRCS p120 

９ 
典型的なゼンタリムのスパイ 
（人間のローグ 2/ソーサラー7） 

基本は秩序にして悪 人型生物  ・FRCS p268 

９ 
オブッド･メニー＝アローズ王、オークの族長 
（男性のオークのバーバリアン 5/ファイター4） 

混沌にして悪 人型生物  ・FRCS p210 

１０ 
アルセア･オバースカイア、“コアミアの鋼鉄摂政” 
（女性の人間のファイター7/レンジャー1/パープル･ドラゴン･ナイト 2） 

中立にして善 人型生物  ・FRCS p134 

１０ 
カリア、サーイの外交官 
（女性の人間の変成術士 6/レッド･ウィザード 4） 

秩序にして中立 人型生物  ・FRCS p275 

１０ 
ミクロス･セルカーク、傭兵団“白銀大鳥軍”の指揮官 
（男性の人間のアリストクラート 1/ファイター6/ローグ 3） 

真なる中立 人型生物  ・FRCS p141 

      

１２ 
“蛇の”エレイス･クロールノバー、ムーンブレードの所持者 
（男性のムーン･エルフのファイター3/ウィザード 9） 

中立にして悪 人型生物  ・FRCS p206 

１３ 
サブティ･シャナーダンダ、“闇月修道会”のメンバー 
（男性の人間のモンク 6/ソーサラー4/シャドウダンサー3） 

秩序にして悪 人型生物  ・FRCS p108 

１３ 
マート、ウォーターディープ領主の一人 
（男性の人間のファイター8/ローグ 5） 

混沌にして善 人型生物  ・FRCS p206 

１３ 
リーヴォス、シェイドの例 
（男性の人間のウィザード 3/ファイター8 のシェイド） 

中立にして悪 来訪者  ・FRCS p302 

１４ 
“添え木の”ジェズ、ジェルレ家の指導者の一人 
（男性のドラウのローグ 6/ソーサラー6） 

中立にして悪 人型生物  ・FRCS p168 

１５ 
カラドネイ、コアミア王室魔道士 
（女性の人間のソーサラー11/ファイター4） 

中立にして善 人型生物  ・FRCS p109 

１５ 
サイルア･ダークホープ、ゼンティル･キープの城主 
（女性の人間の元パラディン 5/レンジャー4/ブラックガード 6） 

秩序にして悪 人型生物  ・FRCS p161 

      

１７ 
セメモン、元ダークホールド領主 
（男性の人間のウィザード 17） 

秩序にして悪 人型生物  ・FRCS p201 

１７ 
ニンガル、“月の娘” 
（女性のエア･ジェナシのファイター4/ソーサラー8/バード 4） 

中立にして善 来訪者  ・FRCS p126 

１８ 
アルテミス･エントレリ、ドリッズドの仇敵 
（男性の人間のローグ 4/レンジャー1/ファイター12/アサシン 1） 

秩序にして悪 人型生物  ・FRCS p111 

１８ 
ジャーティ･オレルスドッター、次期族長 
（女性のフロスト･ジャイアントのクレリック 5/ルーンキャスター4） 

混沌にして悪 巨人  ・FRCS p219 

１８ 
ドリッズド･ドゥアーデン、謎の人物 
（男性のドラウのファイター10/バーバリアン 1/レンジャー5） 

混沌にして善 人型生物  ・FRCS p216 

      

２２ 
ハドルーン、シャドウ市の最高権力者のエージェント 
（男性のウィザード 10/シャドウ･アデプト 10 のシェイド） 

中立にして悪 来訪者  ・FRCS p102 

２３ 
フズール･チェンブリル、“ベインの息子に選ばれし専制君主” 
（男性のクレリック 17/ハイエロファント 2 のベインに選ばれし者） 

秩序にして悪 人型生物  ・FRCS p160 

２５ 
マンシューン、元ゼンティル･キープの領主 
（男性の人間のウィザード 20/アークメイジ 2/エピック 3（3 版初期の方式）） 

秩序にして悪 人型生物  ・FRCS p268 

２６? 
クロース、“北方”のドラゴン 
（男性のグレート･ワーム･レッド･ドラゴン） 

混沌にして悪 竜  ・FRCS p213 

２８ 

アリストリエル、シルヴァー･マーチの支配者 
（女性の人間のウィザード 20/ソーサラー2/アークメイジ 2 の 
ミストラに選ばれし者） 

混沌にして善 人型生物  ・FRCS p273 

３０ 
ハラスター･ブラッククローク、アンダーマウンテンの創造者 
（男性の人間のウィザード 20/アークメイジ 5/エピック 5（3 版初期の方式）） 

混沌にして悪 人型生物  ・FRCS p205 

      

３１ 

ザス･タム、“サーイの真の支配者” 
（男性の死霊術士 10/レッド･ウィザード 10/アークメイジ 2/エピック 7 
（3 版初期の方式）のリッチ） 

中立にして悪 アンデッド  ・FRCS p149 

３１ 

ケルベン･エアランサン、“ブラックスタッフ” 

（男性の人間のウィザード 20/アークメイジ 3/エピック 4（3 版初期の方式） 

のミストラに選ばれし者） 

秩序にして中立 人型生物  ・FRCS p270 

３２ 

ストーム･シルヴァーハンド、ハーパーの指導者 
（女性の人間のローグ 1/ファイター4/ソーサラー12/バード 8/ 
ハーパー･スカウト 3 のミストラに選ばれし者） 

混沌にして善 人型生物  ・FRCS p171 

３６ 

ザ･シンバル、“魔女王” 
（女性のソーサラー20/アークメイジ 2/ウィザード 10 の 

ミストラに選ばれし者） 
混沌にして中立 人型生物  ・FRCS p143 

３９ 

エルミンスター、“シャドウデイルの賢者” 
（男性の人間のファイター1/ローグ 2/クレリック 3/ウィザード 20/ 
アークメイジ 5/エピック４（3 版初期の方式）のミストラに選ばれし者） 

混沌にして善 人型生物  ・FRCS p7 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/4 動物、トレッシム 常に真なる中立 動物  ・FRCS p304 

1/3 動物、スピッティング･クロウラー･リザード 常に真なる中立 動物  ・FRCS p304 

1/2 プレインタッチト、アアシマールの 1 レベル･ウォリアー 通常はいずれかの善 来訪者  ・MM p222 

1/2 プレインタッチト、アース･ジェナシの 1 レベル･ウォリアー しばしば真なる中立 来訪者  ・MCMoF p32 

1/2 プレインタッチト、ウォーター･ジェナシの 1 レベル･ウォリアー しばしば真なる中立 来訪者  ・MCMoF p32 

1/2 プレインタッチト、エア･ジェナシの 1 レベル･ウォリアー しばしば真なる中立 来訪者  ・MCMoF p32 

1/2 プレインタッチト、ティーフリングの 1 レベル･ウォリアー 通常はいずれかの悪 来訪者  ・MM p223 

1/2 プレインタッチト、ファイアー･ジェナシの 1 レベル･ウォリアー しばしば真なる中立 来訪者  ・MCMoF p32 

１ 動物、ツー･ヘッデッド･アダー･スネーク 常に真なる中立 動物  ・FRCS p304 

２ 動物、ウィングド･ヴァイパー･スネーク 常に真なる中立 動物  ・FRCS p304 

２ ガーゴイル、キア＝ラナン 通常は混沌にして悪 人怪  ・FRCS p300 

 

 
脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

２ 動物、ライディング･リザード 常に真なる中立 動物  ・FRCS p304 

２ ロセ、ゴースト･ロセ 常に真なる中立 動物  ・FRCS p307 

２ ロセ、サーフェス･ロセ 常に真なる中立 動物  ・FRCS p307 

２ ロセ、ディープ･ロセ 常に真なる中立 動物  ・FRCS p307 

３ 動物、パック･リザード 常に真なる中立 動物  ・FRCS p304 
      

１３ ビホルダー、デス･タイラント･ビホルダー 常に真なる中立 異形  ・FRCS p303 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

＋２ 
シェイド･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：人型生物） 

常に善以外に変化 
来訪者に 

変化 
 ・FRCS p301 

＋３ 
ドラコリッチ･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：悪の竜） 

変化なし 
アンデッド 

に変化 
 ・FRCS p305 

＋４ 
ミストラに選ばれし者テンプレート 
（分類：おそらく後天性テンプレート  適用：不明） 

変化なし 変化なし  ・FRCS p246 

 

※ データ・ブロックが記載されているクリーチャーのみ。シナリオ 『野望の色』，『緑の骨』 に登場するクリーチャーは割愛しました。

なお、NPC のデータは、ルールブック中でもミスが多い部類であるため、そのまま使用される場合には注意。 
 

※ このサプリメントには、上級クラスの NPC の例の記載がない（アークメイジ～レッド・ウィザード）。 
 

※ 『フェイルーンのモンスター』 巻末により、モンスター部分は第 3.5 版に対応。 

 
―脅威度順一覧表― ［RtTEE］ （３ｅ） （ 『邪悪寺院、再び』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― 
（シナリオのため、NPC，追加クリーチャー，追加テンプレート， 

追加上級クラスは割愛しました。） 
― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［MaoF］ （３ｅ/３.５ｅ） （ 『フェイルーンの魔法』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

２ 
オルロイ、“船乗りの最後の願い”礼拝堂の住人 
（男性の人間のエキスパート 2） 

真なる中立 人型生物  ・MaoF p51 

      

６ 
チャーレーン･ペレゴークス、商人ウィザード 
（女性のハーフエルフのウィザード 5/クレリック 1） 

混沌にして善 人型生物  ・MaoF p65 

８ 
“世界の”キロッシュ、魔法のアイテムの行商人 
（男性のハーフオークのウィザード 8） 

秩序にして中立 人型生物  ・MaoF p62 

      

１０ 
シャラッシュ･マイラキア、闇市場“囁きの交換会”の主催者 
（男性の人間のローグ 3/ウィザード 7） 

秩序にして悪 人型生物  ・MaoF p65 

１１ 
典型的な魔法使い市の歩哨 
（人間のウィザード 11） 

基本は真なる中立 人型生物  ・MaoF p59 

１１ 
リサ、専門店“リサの店”の店長 
（女性の人間のウィザード 11） 

秩序にして中立 人型生物  ・MaoF p63 

      

２４ 
イナーリスのタラサ･ヴィーロヴリー、マジスターの例 
（女性の人間のウィザード 17/アークメイジ 3 のマジスター） 

中立にして善 人型生物  ・MaoF p189 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

１ 中型 セレスチャル･ヴァイパー･スネーク おそらく 

常に中立にして善 
魔獣  ・MaoF p83 

１ 中型 フィーンディッシュ･ヴァイパー･スネーク おそらく 

常に中立にして悪 
魔獣  ・MaoF p83 

      

６ ビホルダーキン、スペクテイター･ビホルダーキン 通常は秩序にして中立 異形  ・MaoF p185 

７ クロスローズ･ガーディアン 常に真なる中立 フェイ  ・MaoF p183 

７ スカラマグドリオン 通常は真なる中立 竜  ・MaoF p194 

７ 
スペクトラル･メイジの例 
（人間のウィザード 5 のスペクトラル･メイジ） 

中立にして悪 アンデッド  ・MaoF p187 

９ 
クリプト･スポーンの例 
（オークのファイター8 のクリプト･スポーン） 

混沌にして悪 アンデッド  ・MaoF p183 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

＋1 
クリプト･スポーン･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：生きているクリーチャー） 

通常はいずれかの悪に 

変化 

アンデッド 

に変化 
 ・MaoF p182 

＋2 
スペクトラル･メイジ･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：秘術呪文の使い手） 

常にいずれかの悪に 

変化 

アンデッド 

に変化 
 ・MaoF p182 

＋４ 
マジスター･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：アンデッド以外の秘術呪文の使い手 

変化なし 変化なし  ・MaoF p188 

 

※ このサプリメントには、上級クラスの NPC の例の記載がない（インカンタトリックス～メイジキラー）。 

 

※ 本書巻末により、モンスター部分は第 3.5 版に対応。 

 
―脅威度順一覧表― ［Sce-05］ （３ｅ） （ 『夜牙塔の心臓』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC と追加クリーチャーは割愛しました。） ― ―  ― 

 

―脅威度順一覧表― ［MotP］ （３ｅ/３.５ｅ） （ 『次元界の書』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

２５ 
ティアマト、ザ･クロマティック･ドラゴン 
（女性のユニークなドラゴン） 

秩序にして悪 竜  ・MotP p118 

２５ 
バハムート、プラティナム･ドラゴン 
（男性のユニークなドラゴン） 

秩序にして善 竜  ・MotP p133 
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脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/2 バリアール しばしば混沌にして善 来訪者  ・MotP p183 

１ 
エア･エレメント･スクウィッド、エア･エレメントの例 
（スクウィッドのエア･エレメント･クリーチャー） 

通常は真なる中立 エレメンタル  ・MotP p193 

１ 
オーガの請願者、請願者の例 
（オーガの請願者） 

通常は混沌にして悪 来訪者  ・MotP p200 

１ パラエレメンタル、小型 パラエレメンタル （いずれか） 通常は真なる中立 エレメンタル  ・MotP p182 

２ 
ウッド･エレメント･レパード、ウッド･エレメントの例 
（レパードのウッド･エレメント･クリーチャー） 

通常は真なる中立 エレメンタル  ・MotP p195 

３ 
ファイアー･エレメント･エイプ、ファイアー･エレメントの例 
（エイプのファイアー･エレメント･クリーチャー） 

通常は真なる中立 エレメンタル  ・MotP p194 

３ エフェメラ、ダスク･ビースト 通常は真なる中立 来訪者  ・MotP p165 

３ パラエレメンタル、中型 パラエレメンタル （いずれか） 通常は真なる中立 エレメンタル  ・MotP p182 

４ ザグヤー、エネルゴン 常に真なる中立 来訪者  ・MotP p164 

４ 
シャドウ･ワイト、シャドウ･クリーチャーの例 
（ワイトのシャドウ･クリーチャー） 

常に秩序にして悪 魔獣  ・MotP p197 

４ デヴィル、スパインド･デヴィル 常に秩序にして悪 来訪者  ・MotP p175 

５ 
ウォーター･エレメント･タイガー、ウォーター･エレメントの例 

（タイガーのウォーター･エレメント･クリーチャー） 
通常は真なる中立 エレメンタル  ・MotP p192 

５ ザグイー、エネルゴン 常に真なる中立 来訪者  ・MotP p164 

５ パラエレメンタル、大型 パラエレメンタル （いずれか） 通常は真なる中立 エレメンタル  ・MotP p182 

５ マーケイン 常に秩序にして中立 来訪者  ・MotP p184 
      

６ 
アース･エレメント･ライナセラス、アース･エレメントの例 
（ライナセラスのアース･エレメント･クリーチャー） 

通常は真なる中立 エレメンタル  ・MotP p191 

６ 
アース･ハーフエレメンタル･ミノタウロス、ハーフエレメンタルの例 
（ミノタウロスのアース･ハーフエレメンタル） 

通常は混沌にして悪 来訪者  ・MotP p199 

６ デーモン、ウリデズゥ 常に混沌にして悪 来訪者  ・MotP p176 

６ ユーゴロス、カノロス 常に中立にして悪 来訪者  ・MotP p187 

７ ジンニー、ダオ 常に中立にして悪 来訪者  ・MotP p171 

７ デーモン、アルマニテ 常に混沌にして悪 来訪者  ・MotP p176 

７ パラエレメンタル、超大型 パラエレメンタル （いずれか） 通常は真なる中立 エレメンタル  ・MotP p182 

７ ユーゴロス、メゾロス 常に中立にして悪 来訪者  ・MotP p187 

８ 
ツンドラ･シャンブラー、コールド･エレメントの例 
（シャンブリング･マウンドのコールド･エレメント･クリーチャー） 

通常は真なる中立 エレメンタル  ・MotP p196 

９ エフェメラ、イカリプス 通常は真なる中立 来訪者  ・MotP p165 

９ ジンニー、マリード 常に混沌にして中立 来訪者  ・MotP p171 

９ デヴィル、ナルズゴン 常に秩序にして悪 来訪者  ・MotP p175 

９ 
パーフェクト･ランドシャーク、アクシオマティック種の例 
（ブレイのアクシオマティック種） 

常に秩序にして中立 魔獣  ・MotP p189 

９ 
アナーキック･アハッハ、アナーキック種の例 
（アハッハのアナーキック種） 

常に混沌にして悪 異形  ・MotP p190 

９ パラエレメンタル、グレーター･パラエレメンタル （いずれか） 通常は真なる中立 エレメンタル  ・MotP p182 

１０ エフェメラ、アンブラル･バニアン 通常は真なる中立 来訪者  ・MotP p165 

１０ エラドリン、フィーア･エラドリン 常に混沌にして善 来訪者  ・MotP p173 
      

１１ パラエレメンタル、エルダー･パラエレメンタル （いずれか） 通常は真なる中立 エレメンタル  ・MotP p182 

１３ デーモン、ゴリストロ 常に混沌にして悪 来訪者  ・MotP p176 

１３ ユーゴロス、ニュカロス 常に中立にして悪 来訪者  ・MotP p187 
      

１６ ユーゴロス、ウルトロロス 常に中立にして悪 来訪者  ・MotP p187 

１７ アストラル･ドレッドノート 常に真なる中立 来訪者  ・MotP p159 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

１に変化 
請願者テンプレート 
（分類：おそらく先天性テンプレート  適用：どれでも） 

さまざま 
来訪者に 

変化 
 ・MotP p200 

＋１ 
シャドウ･クリーチャー･テンプレート 
（分類：おそらく先天性テンプレート  適用：実体を持つクリーチャー） 

常に善以外に変化 
魔獣に 

変化 
 ・MotP p197 

＋２ 
ハーフエレメンタル･テンプレート （いずれか） 
（分類：先天性テンプレート  適用：【知力】4 以上の実体を持つクリーチャー） 

変化なし 
来訪者に 

変化 
 ・MotP p198 

HD により 

変化 

アクシオマティック種テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：混沌以外の実体を持つ異形，巨人，植物， 

人怪，動物，人型生物，フェイ，魔獣，蟲，竜） 

常にいずれかの秩序に 

変化 

動物か蟲 

のみ魔獣 

に変化 

 ・MotP p189 

HD により 

変化 

アナーキック種テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：秩序以外の実体を持つ異形，巨人，植物， 

人怪，動物，人型生物，フェイ，魔獣，蟲，竜） 

常にいずれかの混沌に 

変化 

動物か蟲 

のみ魔獣 

に変化 

 ・MotP p189 

HD により 

変化 

エレメント･クリーチャー･テンプレート （いずれか） 
（分類：先天性テンプレート  適用：実体を持つ、異形，植物，動物，魔獣，蟲） 

通常は真なる中立に 

変化 

エレメンタル 

に変化 
 ・MotP p190 

HD により 

変化 

コールド･エレメント･クリーチャー･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：実体を持つ、異形，植物，動物，魔獣，蟲） 

通常は真なる中立に 

変化 

エレメンタル 

に変化 
 ・MotP p190 

HD により 

変化 

コールド･エレメント･クリーチャー･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：実体を持つ、異形，植物，動物，魔獣，蟲） 

通常は真なる中立に 

変化 

エレメンタル 

に変化 
 ・MotP p190 

HD により 

変化 

スードゥナチュラル種テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：実体を持つクリーチャー） 

変化なし 
来訪者に 

に変化 

 ・MotP p212， 

CAr p160 

 

※ 英語版公式サイト内のアップデート文書により、モンスター部分は第 3.5 版に対応。なお、『モンスター・マニュアル 第 3.5 版』 

にすでに収録されているクリーチャー（イネヴァタブル、ギスヤンキ、ギスゼライ、レオナル）は割愛しました。 
 

※ このサプリメントには、上級クラスの NPC の例の記載がない（ゲートクラッシャー～プレインシフター）。 

 
―脅威度順一覧表― ［Sce-06］ （３ｅ） （ 『現れた地下都市』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC と追加クリーチャーは割愛しました。） ― ―  ― 

 
 

 
―脅威度順一覧表― ［Sce-07］ （３ｅ） （ 『鋼鉄城の主』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― 
（シナリオのため、NPC，追加クリーチャー，追加テンプレートは 

割愛しました。） ― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［Sce-08］ （３ｅ） （ 『迷える魂を喰らう者』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC と追加クリーチャーは割愛しました。） ― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［BoCh］ （３ｅ） （ 『挑戦の書』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （このサプリメントの NPC は割愛しました。） ― ―  ― 

 

―脅威度順一覧表― ［MM2］ （３ｅ/３.５ｅ） （ 『モンスター・マニュアルⅡ』 ) ：： 
 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

― 
（巻頭に脅威度順モンスター表があるため、テンプレート以外 

は割愛しました； 「アヴォラキア」～「レイザー・ボア」。） 
― ―  ― 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

＋１ 
ウォービースト･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：中型サイズ以上の動物か蟲） 

変化なし 変化なし  ・MM2 p189 

＋１ 

（最低９） 

キマイラ種テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：中型サイズから超大型サイズの動物か蟲） 

常にドラゴンの頭と 

同じ属性に変化 

魔獣に 

変化 
 ・MM2 p190 

＋１ 
スペルスティッチト･クリーチャー･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：【判断力】10 以上の実体を持つアンデッド） 

変化なし 変化なし 
 ・MM p192， 

CAr p162 

＋１ 
タウロス種テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：中型か小型サイズの実体を持つ人型生物） 

変化なし 
人怪に 

変化 
 ・MM2 p195 

＋２ 

キャプチャード･ワン･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：支配するラガマフィンよりもサイズ分類が 
小さい巨人，人怪，動物，人型生物，蟲） 

支配するラガマフィンと 

同様 

人造に 

変化 
 ・MM2 p192 

＋２ 
モンスター･オヴ･レジェンド･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：人怪，動物，人型生物，魔獣） 

変化なし 
来訪者に 

変化 
 ・MM2 p201 

＋３ 
デス･ナイト･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：悪の人型生物） 

変化なし 
アンデッド 

に変化 
 ・MM2 p196 

＋３ 
ハーフゴーレム･テンプレート （いずれか） 
（分類：後天性テンプレート  適用：巨人，人怪，動物，人型生物，魔獣） 

変化なし（成功時）、 

または常に中立にして 

悪に変化（失敗時） 

人造に 

変化 
 ・MM2 p198 

＋１３ 
（最低１３） 

タイタニック･クリーチャー･テンプレート 
（分類：おそらく後天性テンプレート  適用：中型サイズ以下の動物か蟲） 

変化なし 変化なし  ・MM2 p193 

 

※ 英語版公式サイト内のアップデート文書により、第 3.5 版に対応。 

 
―脅威度順一覧表― ［BoVD］ （３ｅ） （ 『不浄なる暗黒の書』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

６ 
マモンのヘル･ハウンド隊、マモンの従者 
（強大化したヘル･ハウンド） 

秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p150 

７ 
“選ばれし者”アナスタシア、グラズトのカルト員の例 
（女性の人間のクレリック 7） 

混沌にして悪 人型生物  ・BoVD p133 

７ 
レズワル、イーノグフのカルト員の例 
（男性のノールのクレリック 6） 

混沌にして悪 人型生物  ・BoVD p127 

８ 
アンジー＝ニャール、バールゼブルのカルト員の例 
（男性のバグベアのクレリック 6） 

秩序にして悪 人型生物  ・BoVD p159 

８ 
ダーバン･スモークストーン、マモンのカルト員の例 
（男性のドワーフのクレリック 8） 

秩序にして悪 人型生物  ・BoVD p149 

８ 
エラス、デモゴルゴンのカルト員の例 
（女性のティーフリングのクレリック 8） 

混沌にして悪 来訪者  ・BoVD p140 

８ 
ブラッドカードル、ハグ女公爵の従者 
（男性の強大化したナイトメア） 

中立にして悪 来訪者  ・BoVD p157 

１０ 
グールの王、イーノグフの従者 
（男性のユニークなグールのフィーンディッシュ種） 

混沌にして悪 アンデッド  ・BoVD p127 

１０ 

スルーア、デモゴルゴンのカルト員の例 
（女性のリザードフォークのクレリック 5/ファイター1/ 
スロール･オヴ･デモゴルゴン 3） 

混沌にして悪 人型生物  ・BoVD p140 

      

１１ 
“怒りの爪”隊、イーノグフの従者 
（ノールのファイター10） 

秩序にして悪 人型生物  ・BoVD p127 

１１ 
“刃狂”ロゼット、レヴィストゥスのカルト員の例 
（女性のハーフリングのローグ 5/クレリック 6） 

秩序にして悪 人型生物  ・BoVD p155 

１２ 
“選ばれし者”アイシャ＝デナーサン、グラズトのカルト員の例 
（女性のラミアのクレリック 6） 

混沌にして悪 魔獣  ・BoVD p133 

１２ 
シダル、悪人の例 
（“呼び出し”を受けた女性のメドゥサのレンジャー2/キャンサー･メイジ 3） 

混沌にして悪 人怪  ・BoVD p19 

１２ 
ソロルフ、ディスパテルのカルト員の例 
（男性のハーフエルフのクレリック 6/ファイター6） 

秩序にして悪 人型生物  ・BoVD p146 

１３ 
サミール、バールゼブルのカルト員の例 
（男性の人間のクレリック 13） 

秩序にして悪 人型生物  ・BoVD p160 

１３ 
ベスマル、グラズトのカルト員の例 
（女性の人間のソーサラー7/スロール･オヴ･グラズト 6） 

混沌にして悪 人型生物  ・BoVD p133 

１３ 
マルティネット、アスモデウスの従者 
（男性のユニークなデヴィル） 

秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p168 

１３? 
ヤッターラ、グラズトの従者 
（女性のサキュバスのローグ 6） 

混沌にして悪 来訪者  ・BoVD p134 

１３ 
ルーラム、マモンのカルト員の例 
（男性のマインド･フレイヤーのクレリック 5） 

秩序にして悪 異形  ・BoVD p149 



Dungeons&Dragons® Table 
脅威度 人物名 属性 種別  参照 

１４ 
ゴーデリス、悪人の例 
（男性のハーフオークのドルイド 7/ヴァーミン･ロード 7） 

中立にして悪 人型生物  ・BoVD p19 

１４ 
ザンス、レヴィストゥスの従者 
（男性の人間のローグ 13 のハーフフィーンド） 

秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p156 

１５ 

“嘘つき”アイスラカーン、バールゼブルのカルト員の例 
（女性のティーフリングのクレリック 5/ローグ 5/ 

ディサイプル･オヴ･バールゼブル 5） 
秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p159 

１５ 
デュヴァルミル、ジュイブレクスのカルト員の例 
（女性のノームのローグ 5/ファイター4/スロール･オヴ･ジュイブレクス 6） 

混沌にして悪 人型生物  ・BoVD p136 

      

１６ 

クイル、デモゴルゴンのカルト員の例 
（男性のハーフエルフのローグ 5/クレリック 1/ 
スロール･オヴ･デモゴルゴン 10） 

混沌にして悪 人型生物  ・BoVD p141 

１６ 
ディンバー、ベリアルのカルト員の例 
（男性のノームのクレリック 16） 

秩序にして悪 人型生物  ・BoVD p152 

１６ 
ニャシュクの戦士隊、バールゼブルの従者 
（女性のバグベアのソーサラー12 のフィーンディッシュ種） 

秩序にして悪 人型生物  ・BoVD p160 

１７ 
ヴァシャーク･ラトス･ブルー、バールゼブルの従者 
（女性のメドゥサのモンク 10） 

秩序にして悪 人怪  ・BoVD p160 

１７ 

“髑髏王”クアー＝ノマッグ、オルクスのカルト員の例 
（男性のユニークなのオーガ混血の人間のクレリック 14/ 
スロール･オヴ･オルクス 3） 

中立にして悪 人型生物  ・BoVD p130 

１８ 
ガズラ、フィアーナの従者 
（男性の強大化したピット･フィーンド） 

秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p152 

１８ 
飢餓を与えられし暗黒、ジュイブレクスの従者 
（強大化されたユニークなデーモン融合のブラック･プティング） 

混沌にして悪 異形  ・BoVD p137 

１８ 
コーヴラ、オルクスの従者 
（女性のハーフオークのバーバリアン 16 のヴァンパイア） 

混沌にして悪 アンデッド  ・BoVD p130 

１９? 
ウスティーリン＝ジャ、ディスパテルの従者 
（女性のエリニュスのファイター1/ディサイプル･オヴ･ディスパテル 10） 

秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p147 

１９ 
“地獄の業火の主”ナーグルール、メフィストフェレスのカルト員の例 
（女性のファイアー･ジャイアントのクレリック 9） 

秩序にして悪 巨人  ・BoVD p163 

１９ 
“魔女王”ズバウラ、マモンの従者 
（女性の人間のクレリック 5/ソーサラー9/ディサイプル･オヴ･マモン 5） 

秩序にして悪 人型生物  ・BoVD p150 

２０ 
エリドン･アラカ、レヴィストゥスの従者 
（男性のアイス･デヴィルのソーサラー7） 

秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p155 

２０ 

ギリアード･デローザン、アスモデウスのカルト員の例 
（男性の人間のアリストクラート 6/クレリック 10/ 

ディサイプル･オヴ･アスモデウス 4） 
秩序にして悪 人型生物  ・BoVD p166 

２０? 
テスタロン、メフィストフェレスの従者 
（男性のオールド･レッド･ドラゴン） 

秩序にして悪 竜  ・BoVD p164 

      

２１? 
“デーモンが憑依したドラゴン”エネストレア、悪人の例 
（男性のエインシャント･ブルー･ドラゴン/グラブレズゥが憑依） 

秩序にして悪 竜  ・BoVD p20 

２１ 
ハースーン、オルクスの従者 
（男性の人間のソーサラー19 のリッチ） 

混沌にして悪 アンデッド  ・BoVD p130 

２０ 
ザ･ドレッド･エンペラー、悪人の例 
（男性の人間のウィザード 10/ディアボリスト 10） 

秩序にして悪 人型生物  ・BoVD p18 

２２ 
アンティリア、メフィストフェレスの娘 
（女性のハーフエルフのバード 20 のハーフフィーンド） 

秩序にして悪 人型生物  ・BoVD p163 

２２ 
ハグ女公爵、第六階層の主 （故人） 
（女性のユニークなナイト･ハグ） 

秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p156 

２２ 
“3 倍アイアン･ゴーレム” タロス、ディスパテルの従者 
（強大化したアイアン･ゴーレム） 

真なる中立 人造  ・BoVD p147 

２３ 
アンハス、グラズトの従者 
（女性のマリリスのソーサラー6） 

混沌にして悪 来訪者  ・BoVD p134 

２３ 
レルハンティス、グラズトの従者 
（女性のマリリスのソーサラー6） 

混沌にして悪 来訪者  ・BoVD p134 

２４? 
イェディカディア、ベルの従者 
（男性のホーンド･デヴィルのファイター8） 

秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p144 

２４? 
ネイルブランク、ベルの従者 
（男性のホーンド･デヴィルのファイター8） 

秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p144 

２５? 
“火花の狩人”隊、アスモデウスの従者 
（強大化したバーブド･デヴィルのレンジャー1/モータル･ハンター10） 

秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p167 

２７ 
マリリス･ブラックガード隊、デモゴルゴンの従者 
（女性のマリリスのブラックガード 10） 

混沌にして悪 来訪者  ・BoVD p142 

３０? 
シヴィリック、デモゴルゴンの従者 
（男性のバロールのファイター10） 

混沌にして悪 来訪者  ・BoVD p141 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/2? 人間、ヴァシャーの 1 レベル･ウォリアー 常にいずれかの悪 人型生物  ・BoVD p12 

1/2? ハーフリング、ジェレンの 1 レベル･ウォリアー 常にいずれかの悪 人型生物  ・BoVD p12 

１ カイソン、ブルードリング･カイソン 常に中立にして悪 異形  ・BoVD p173 

１ デーモン、メイン 常に混沌にして悪 来訪者  ・BoVD p179 

２ 
コラプテッド･クリーチャーの例 
（ウルフのコラプテッド･クリーチャー） 

中立にして悪 異形  ・BoVD p185 

３ カイソン、ジュヴナイル･カイソン 常に中立にして悪 異形  ・BoVD p173 

３ デーモン、ラターキン 常に混沌にして悪 来訪者  ・BoVD p179 

４ ヴァース 常に中立にして悪 来訪者  ・BoVD p170 

４ 
コープス･クリーチャーの例 
（人間のバーバリアン 3 のコープス･クリーチャー） 

混沌にして悪 アンデッド  ・BoVD p184 

５ カイソン、アダルト･カイソン 常に中立にして悪 異形  ・BoVD p173 

５ デーモン、バル＝ルグラ 常に混沌にして悪 来訪者  ・BoVD p179 
      

６ デヴィル、コクラコン 常に秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p177 

７ デーモン、ババウ 常に混沌にして悪 来訪者  ・MM p148 

７ 
ボーン･クリーチャーの例 
（バグベアのローグ 5 のボーン･クリーチャー） 

混沌にして悪 アンデッド  ・BoVD p186 

 

 
脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

８ アイ･オヴ･フィアー･アンド･フレイム 常に混沌にして悪 アンデッド  ・BoVD p169 

８ ヴァイルワイト 常に中立にして悪 アンデッド  ・BoVD p171 

８ カイソン、インペイラー･カイソン 常に中立にして悪 異形  ・BoVD p175 

８ デーモン、シャドウ･デーモン 常に混沌にして悪 来訪者  ・BoVD p182 

１０ デーモン、チャズミー 常に混沌にして悪 来訪者  ・BoVD p182 
      

１１ カイソン、スレイマスター･カイソン 常に中立にして悪 異形  ・BoVD p175 

１３ カイソン、スローターキング･カイソン 常に中立にして悪 異形  ・BoVD p175 
      

１６ デヴィル、ガルガトゥラ 常に秩序にして悪 来訪者  ・BoVD p177 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

±０ 
フェティシズムによる利益 
（分類：後天性テンプレート  適用：おそらく悪の知的クリーチャー） 

おそらく 

通常はいずれかの悪 
変化なし  ・BoVD p10 

＋１ 

コープス･クリーチャー･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：アンデッド, 植物, 人造以外の実体を持つ 
クリーチャー） 

常にいずれかの悪に 

変化 

アンデッド 

に変化 
 ・BoVD p184 

＋１ 
ボーン･クリーチャー･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：アンデッド以外の実体を持つクリーチャー） 

おそらく常にいずれかの 

悪に変化 

アンデッド 

に変化 
 ・BoVD p186 

＋２ 
憑依能力を持つフィーンド 
（分類：おそらく後天性テンプレート  適用：（悪）の副種別を持つ来訪者） 

変化なし 変化なし 

 ・BoVD p23， 

ECS p99， 

FC1 p21 

ＨＤにより

変化 

コラプテッド･クリーチャー･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：来訪者以外の実体を持つクリーチャー） 

常にいずれかの悪に 

変化 

異形に 

変化 
 ・BoVD p185 

不明 
“呼び出し”を受けたクリーチャー 
（分類：後天性テンプレート  適用：おそらく悪の知的クリーチャー） 

おそらく変化なし 変化なし  ・BoVD p32 

不明 
“死に際の呪い”を持つクリーチャー 
（分類：おそらく後天性テンプレート  適用：おそらく悪の魔法的クリーチャー） 

変化なし 変化なし  ・BoVD p28 

特殊 
集合意識 
（分類：特殊テンプレート  適用：特殊） 

おそらく 

常にいずれかの悪 
変化なし  ・BoVD p33 

 

脅威度 罠および自然の脅威 補足 種別  参照 

１ アックスの刃が取れる罠 市価 40ｇｐ ―  ・BoVD p40 

１ プレート･アーマー固着の罠 市価 100ｇｐ ―  ・BoVD p40 

１ ブレストプレートから錬金術師の火が噴き出す罠 市価 110ｇｐ ―  ・BoVD p40 

２ ポーションの小ビンのファイアー･トラップ呪文の罠 市価 60ｇｐ ―  ・BoVD p40 

２ 背負い袋のグリフ･オヴ･ウォーディング呪文の罠 市価 150ｇｐ ―  ・BoVD p40 

２ ソードの柄から飛び出す毒針の罠 市価 225ｇｐ ―  ・BoVD p40 

３ 財布から毒ガスが吹き出す罠 市価 625ｇｐ ―  ・BoVD p40 

 

※ 『魔物の書』 シリーズに収録されているデーモン・ロードとアークデヴィルは割愛しました。 
 

※ このサプリメントには、上級クラスの NPC の例の記載がない（ウォリアー・オヴ・ダークネス～ライフドリンカー）。 
 

※ ヴァシャー、ジェレンのＮＰＣは、脅威度が基本クラス±０か＋１なのかが正確には不明（おそらく±０）。 

 
―脅威度順一覧表― ［A&EG］ （３ｅ） （ 『武器・装備ガイド』 ) ：： 
 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/2 ジャイアント･ファイアーフライ 常に真なる中立 蟲  ・A&EG p89 

１ アックスビーク 常に真なる中立 動物  ・A&EG p81 

１ クライムドッグ 常に真なる中立 動物  ・A&EG p75 

１ ジャイアント･ドラゴンフライ 常に真なる中立 蟲  ・A&EG p88 

１ ライディング･リザード 常に真なる中立 魔獣  ・A&EG p81 

２ サッドハンター 常に真なる中立 動物  ・A&EG p76 

２ ヒポカンパス 常に混沌にして善 魔獣  ・A&EG p82 

５ ゴーレム、エクウェイン･ゴーレム 常に真なる中立 人造  ・A&EG p85 
      

１５ ソアーホエール 常に真なる中立 魔獣  ・A&EG p87 
      

２０ ザラタン 通常は真なる中立 魔獣  ・A&EG p86 

 
―脅威度順一覧表― ［BoED］ （３.５ｅ） （ 『高貴なる行ないの書』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

４ 
“ゴブリン殺し”ソラリアン、農民の英雄の例 
（男性の人間のローグ 3/パラディン 1） 

秩序にして善 人型生物  ・BoED p16 

４ 
スレイミーアス、ドミーエルの戦士の例 
（男性のハウンド･アルコン） 

秩序にして善 来訪者  ・BoED p128 

５ 
ティアリン、マナスの戦士の例 
（女性のケルヴィダル･ガーディナルのモンク 2） 

中立にして善 来訪者  ・BoED p143 

      

６ 
アレガロス、ブライの戦士の例 
（男性のアアシマールの力術士 5/センチネル･オヴ･ブライ 1） 

中立にして善 来訪者  ・BoED p149 

６ 
シアラコ、グインハーウィフの戦士の例 
（男性のブララニ･エラドリン） 

混沌にして善 来訪者  ・BoED p156 

７ 
タスサニア･シルヴァーシェイド、慈悲深い治療者の例 
（女性のエルフのドルイド 7） 

中立にして善 人型生物  ・BoED p13 

９ 
アーカリーオン、シーアルティールの戦士の例 
（男性のモヴァニック･デーヴァ） 

秩序にして善 来訪者  ・BoED p136 

      

１２ 
イモドセン、ヴァラの戦士の例 
（女性のアスーラのレンジャー4） 

中立にして善 来訪者  ・BoED p145 

１２ 
クルーン、モーウェルの戦士の例 
（男性のアンドロスフィンクスのハーフセレスチャル） 

混沌にして善 来訪者  ・BoED p152 

１２ 
ジーアミアラル、バレイキーエルの戦士の例 
（女性のソード･アルコンのファイター1） 

秩序にして善 来訪者  ・BoED p126 



Dungeons&Dragons® Table 
脅威度 人物名 属性 種別  参照 

１３ 
ヴェシャン、聖なる教師の例 
（男性の人間のソーサラー9/セレスチャル･ミスティック 4） 

秩序にして善 人型生物  ・BoED p14 

１３ 
リジャイナ、運命の戦士の例 
（女性の人間のファイター10/ソード･オヴ･ライチャスネス 3） 

秩序にして善 人型生物  ・BoED p13 

１５ 

ジッダーモー･ドラゴンクレスト、セイシーアの戦士の例 
（男性の人間のクレリック 5/ファイター4/ワンダーワーカー3 の 
ハーフセレスチャル） 

中立にして善 来訪者  ・BoED p142 

１５ 
セラダス、カラッシュの戦士の例 
（男性のルピナル･ガーディナルのストーカー･オヴ･カラッシュ 10） 

中立にして善 来訪者  ・BoED p147 

１５ 
ドルスライ、ピスティス･ソフィーアの戦士の例 
（男性のドワーフのパラディン 12 のハーフセレスチャル） 

秩序にして善 来訪者  ・BoED p131 

１５ 
“光をもたらす者”ウルモ、正義の聖戦士の例 
（男性のハーフリングのローグ 10/モンク 5） 

秩序にして善 人型生物  ・BoED p12 

      

１６ 
サクアルム、改心した悪人の例 
（女性のマインド･フレイヤーのモンク 8） 

秩序にして善 異形  ・BoED p17 

１８ 
エヴァンシアー、レイジーエルの戦士の例 

（女性のアストラル･デーヴァのクレリック 1/フィスト･オヴ･レイジーエル 5） 
秩序にして善 来訪者  ・BoED p133 

１８? 
オレサートゥ、エラセイオルの戦士の例 
（女性のアアシマールのバーバリアン 15/ソード･オヴ･ライチャスネス 3） 

秩序にして善 来訪者  ・BoED p129 

１８ 
カラセル、フェイレネイルの戦士の例 
（女性のリレンドのソーサラー8/トルーバドール･オヴ･スターズ 3） 

混沌にして善 来訪者  ・BoED p154 

１９ 

ゴールドクラウン、タルシエードの戦士の例 
（トリエントのドルイド 6/ライオン･オヴ･タルシエード 5 の 
ハーフセレスチャル） 

中立にして善 来訪者  ・BoED p140 

２０ 
マナス 、角ある公爵 
（男性のユニークなガーディナル） 

中立にして善 来訪者  ・BoED p143 

      

２２ 
カラッシュ、忍び寄る者 
（男性のユニークなガーディナル） 

中立にして善 来訪者  ・BoED p143 

２２ 
バレイキーエル、使者 
（男性的な両性具有性のユニークなアルコン） 

秩序にして善 来訪者  ・BoED p125 

２４ 
ヴァラ、野原の公爵 
（女性のユニークなガーディナル） 

中立にして善 来訪者  ・BoED p144 

２４ 
ドミーエル、慈悲を与えし者 
（男性的な両性具有性のユニークなアルコン） 

秩序にして善 来訪者  ・BoED p127 

２５ 
エラセイオル、予言者 
（男性的な両性具有性のユニークなアルコン） 

秩序にして善 来訪者  ・BoED p128 

２６ 
グインハーウィフ、怒りの竜巻 
（女性のユニークなエラドリン） 

混沌にして善 来訪者  ・BoED p155 

２６ 
セイシーア、大空の公爵 
（女性のユニークなガーディナル） 

中立にして善 来訪者  ・BoED p141 

２６ 
ピスティス･ソフィーア、禁欲主義者 
（女性的な両性具有性のユニークなアルコン） 

秩序にして善 来訪者  ・BoED p130 

２８ 
ブライ、大熊 
（女性のユニークなガーディナル） 

中立にして善 来訪者  ・BoED p148 

２８ 
レイジーエル、聖戦士 
（おそらく男性的な両性具有性のユニークなアルコン） 

秩序にして善 来訪者  ・BoED p132 

２９ 
シーアルティール、守護者 
（男性的な両性具有性のユニークなアルコン） 

秩序にして善 来訪者  ・BoED p134 

２９ 
フェイレネイル、女王の配偶者 
（男性のユニークなエラドリン） 

混沌にして善 来訪者  ・BoED p153 

３０ 
タルシエード、天上の獅子 
（男性のユニークなガーディナル） 

中立にして善 来訪者  ・BoED p138 

      

３１ 
モーウェル、星界の女王 
（女性のユニークなエラドリン） 

混沌にして善 来訪者  ・BoED p150 

３２ 
ザフキーエル、監視者 
（男性的な両性具有性のユニークなアルコン） 

秩序にして善 来訪者  ・BoED p136 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/3 動物、スワン 常に真なる中立 動物  ・BoED p64 

２ エラドリン、クア･エラドリン 常に混沌にして善 来訪者  ・BoED p165 

２ ガーディナル、マステヴァル･ガーディナル 常に中立にして善 来訪者  ・BoED p172 

３ バリアール しばしば混沌にして善 来訪者  ・BoED p183 

４ ディヴァイン･ラス･スウォーム、アポカリプス･フロッグ･スウォーム 常に真なる中立 魔獣  ・BoED p180 

４ レック 常に秩序にして善 人怪  ・BoED p189 
      

６ ガーディナル、エクイナル･ガーディナル 常に中立にして善 来訪者  ・BoED p171 

６ 
サンクタファイド･クリーチャーの例 
（ヤング･レッド･ドラゴンのサンクタファイド） 

通常は混沌にして善 竜  ・BoED p175 

７ クエサー 常に中立にして善 人造  ・BoED p173 

７ 
セイクリッド･ウォッチャーの例 
（人間のファイター5 のセイクリッド･ウォッチャー） 

常にいずれかの善 デスレス  ・BoED p176 

７ レスキロール 通常は中立にして善 来訪者  ・BoED p185 

８ アスーラ 常に混沌にして善 来訪者  ・BoED p158 

８ アルコン、ウォードゥン･アルコン 常に秩序にして善 来訪者  ・BoED p162 

８ クリプト･ウォードゥン 常に秩序にして善 デスレス  ・BoED p174 

８ ホリファント 常に中立にして善 来訪者  ・BoED p185 

９ 
セイントの例 
（人間のパラディン 7 のセイント） 

常に秩序にして善 来訪者  ・BoED p178 

９ 
バリアール“イスガルドの守護者” 
（バリアールのレンジャー6） 

常に混沌にして善 来訪者  ・BoED p183 

１０ エラドリン、フィーア･エラドリン 常に混沌にして善 来訪者  ・BoED p169 

１０ ガーディナル、ウルシナル･ガーディナル 常に中立にして善 来訪者  ・BoED p170 

１０ ディヴァイン･ラス･スウォーム、サンフライ･スウォーム 常に真なる中立 リ放射  ・BoED p180 

１０ レスキロール、三つ首のレスキロール 通常は中立にして善 来訪者  ・BoED p185 

 

 
脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

      

１１ アルコン、アウル･アルコン 常に秩序にして善 来訪者  ・BoED p161 

１１ アルコン、ソード･アルコン 常に秩序にして善 来訪者  ・BoED p161 

１２ ムーン･ドッグ 常に中立にして善 来訪者  ・BoED p187 

１２ 
レック“混沌の粉砕者” 
（レックのモンク 8） 

常に秩序にして善 人怪  ・BoED p189 

１４ エラドリン、シラディ･エラドリン 常に混沌にして善 来訪者  ・BoED p166 

１５ アルコン、スロウン･アルコン 常に秩序にして善 来訪者  ・BoED p163 
      

１７ ディヴァイン･ラス･スウォーム、ブロンズ･ロウカスト･スウォーム 常に真なる中立 人造  ・BoED p182 

１８ エラドリン、トゥラニ･エラドリン 常に混沌にして善 来訪者  ・BoED p167 

２０ ディヴァイン･ラス･スウォーム、デスレイヴン･スウォーム 常に真なる中立 魔獣  ・BoED p181 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

±０ 
自発的清貧 
（分類：後天性テンプレート  適用：おそらく知性を持つクリーチャー） 

おそらく 

常にいずれかの善 
変化なし  ・BoED p29 

＋２ 
サンクタファイド･クリーチャー･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：（悪）の副種別を持たない悪のクリーチャー） 

常にいずれかの善に 

変化 
変化なし  ・BoED p176 

＋２ 

セイクリッド･ウォッチャー･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：異形，巨人，植物，動物，人型生物，人怪， 

魔獣，竜のいずれかのクリーチャー） 

常にいずれかの善に 

変化 

デスレスに 

変化 
 ・BoED p176 

＋２ 

セイント･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：エレメンタルか来訪者以外の、生きている 
善のクリーチャー） 

常にいずれかの善に 

変化 

来訪者に 

変化 
 ・BoED p179 

＋３ 
アリークス･テンプレート 
（分類：特殊テンプレート  適用：どれでも） 

おそらく 

常に中立にして善 
人造  ・BoED p160 

 

※ 本書 p156 にセレスチャル・パラゴンの戦士のプレイナー・アライの一覧表、本書巻末に原書版のセレスチャルの一覧表あり。 
 

※ このサプリメントには、上級クラスの NPC の例の記載がない（アノインテッド・ナイト～ワンダーワーカー）。 

 
―脅威度順一覧表― ［Und］ （３.５ｅ） （ 『アンダーダーク』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

９ 
プリール･シーチャイルド、クオトアの鞭令の例 
（女性のクオトアのクレリック 5/シー･マザー･ウィップ 3） 

中立にして悪 人怪  ・Und p169 

      

１５ 
ナーコーザーグ、悪でないマインド･フレイヤーの例 
（マインド･フレイヤーのウィザード 7） 

秩序にして中立 異形  ・Und p153 

      

２６ 
ツァーレインジ、イリシリッチの例 
（イリシリッチのソーサラー16） 

秩序にして悪 アンデッド  ・Und p152 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/2 ジャイアント･マゴット 常に真なる中立 蟲  ・Und p89 

1/2? 人間、ディープ･アイマスカー人の 1 レベル･ウォリアー しばしば真なる中立 人型生物  ・Und p14 

１ エルフ、ドラウの 1 レベル･ウォリアー 通常は中立にして悪 人型生物  ・MM p42 

１ キチン 通常は混沌にして悪 人怪  ・MCMoF p19 

１ グリムロック しばしば中立にして悪 人怪  ・MM p67 

１? スリス、スリスの 1 レベル･ウォリアー 常にいずれかの中立 人型生物  ・Und p11 

１ ノーム、スヴァーフネブリンの 1 レベル･ウォリアー 通常は真なる中立 人型生物  ・MM p194 

１ ドワーフ、ドゥエルガルの 1 レベル･ウォリアー しばしば秩序にして悪 人型生物  ・MM p186 

１? プレインタッチト、グローミングの 1 レベル･ウォリアー おそらくしばしば 

その共同体の正反対 
来訪者  ・Und p11 

２ クオトア しばしば中立にして悪 人怪  ・MM p81 

２ ジャイアント･コックローチ 常に真なる中立 蟲  ・Und p88 

２ バフィタウロス 通常は混沌にして悪 来訪者  ・MM p92 

２ フェアロック 通常は中立にして悪 人型生物  ・Und p94 

３ 
カメレオン･バグベア、カメレオン･クリーチャーの例 
（バグベアのカメレオン･クリーチャー） 

通常は混沌にして悪 人型生物  ・Und p85 

３ ストーン･フライアー 通常は中立にして悪 魔獣  ・Und p89 

３ ラーカー 常に真なる中立 異形  ・Und p98 

５ イネファブル･ホラー 常に混沌にして悪 異形  ・Und p81 

５ 

フェアズレス･インフューズド･ミノタウロス、 
フェアズレス･インフューズド･クリーチャーの例 
（ミノタウロスのフェアズレス･インフューズド･クリーチャー） 

通常は混沌にして悪 人怪  ・MM p93 

５ ポータル･ドレイク しばしば中立にして悪 竜  ・Und p95 
      

６ 
アラクノイド･マウザー、アラクノイド･クリーチャーの例 
（トール･マウザーのアラクノイド･クリーチャー） 

常に中立にして悪 異形  ・Und p80 

６ リス 常に混沌にして悪 魔獣  ・Und p99 

７ グローラ しばしば中立にして善 フェイ  ・Und p87 

７ グローラ、道を踏み外したグローラ 常にいずれかの悪 フェイ  ・Und p88 

８ オール･コンシューミング･ハンガー 常に中立にして悪 アンデッド  ・Und p84 
      

１１ ジャイアント、モー しばしば真なる中立 巨人  ・Und p97 

１２ アース･グライダー 通常は中立にして悪 来訪者  ・Und p78 

１２ 
ストーニィ･デヴィル、ミネラル･ウォリアーの例 
（バーブド･デヴィルのミネラル･ウォリアー･クリーチャー） 

常に秩序にして悪 来訪者  ・Und p96 

      

１５ アナイアレイター 常に中立にして悪 異形  ・Und p79 

１５ クオトア、クオトア･リヴァイアサン 常に秩序にして悪 人怪  ・MM p86 
      

１６ 
マインドウィットニス、ハーフイリシッド･クリーチャーの例 
（ビホルダーのハーフイリシッド･クリーチャー） 

通常は秩序にして悪 異形  ・Und p90 

      

２５ エルダー･ブレイン 常に秩序にして悪 異形  ・Und p82 



Dungeons&Dragons® Table 
脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

＋１ 
アラクノイド･クリーチャー･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：動物か魔獣） 

常に中立にして悪に 

変化 

異形に 

変化 
 ・Und p81 

＋１ 

カメレオン･クリーチャー･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：アンデッド，エレメンタル，人造以外の実体 
を持つクリーチャー） 

変化なし 変化なし  ・Und p85 

＋１ 
フェアズレス･インフューズド･クリーチャー･テンプレート 
（分類：先天性または後天性テンプレート  適用：実体を持つクリーチャー） 

変化なし 変化なし  ・Und p94 

＋１ 

ミネラル･ウォリアー･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：アンデッド，エレメンタル，人造以外の実体 
を持つクリーチャー） 

変化なし 変化なし  ・Und p97 

＋３ 
ハーフ･イリシッド･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：人造以外の実体を持つクリーチャー） 

常にいずれかの悪に 

変化 

異形に 

変化 
 ・Und p91 

 

脅威度 罠および自然の脅威 補足 種別  参照 

２ 底にスパイクが植わった落とし穴の罠 ― ―  ・Und p177 

３ 愚者の水の脅威 ― ―  ・Und p108 

４ ウィスプ地衣類の脅威 ― ―  ・Und p104 

４ 火茸の脅威 ― ―  ・Und p104 

５ 洞窟クリーパーの脅威 ― ―  ・Und p104 
      

６ 建物の崩落の罠 ― ―  ・Und p177 

６ 毒ダーツの罠 ― ―  ・Und p177 

 

※ 冒険の舞台 『水没したムルタム』，『グドゥアーの庭』，『水の形』 に登場するクリーチャーは割愛しました。 
 

※ このサプリメントは、上級クラスの NPC の例の記載がない（アイマスカリ・ヴェンジャンス・テイカー～ヤスコール・ウェブライダー）。 
 

※ グローミング、スリス、ディープ・アイマスカー人のＮＰＣは、脅威度が基本クラス±０か＋１なのかが正確には不明。 

 
―脅威度順一覧表― ［Dra］ （３.５ｅ） （ 『竜の書：ドラコノミコン』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― 

（巻末にテンプレートや年齢段階を含めた脅威度順のドラゴン 

表があるため、この部分は割愛しました；  

「竜の例：アサディフル」～「竜の例：シズドシクス」。） 

― ―  ― 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/2 ホード･スカラベ 常に真なる中立 蟲  ・Dra p184 

３ ドラゴンキン 通常は混沌にして悪 人怪  ・Dra p165 

５ 
ゾンビ･ドラゴンの例 
（ヤング･アダルト･ホワイト･ドラゴンのゾンビ･ドラゴン） 

常に真なる中立 アンデッド  ・Dra p159 

５ スウォーム、ホード･スカラベ･スウォーム 常に真なる中立 蟲  ・Dra p184 
      

７ スクウェイマス･スピューアー 通常は中立にして悪 異形  ・Dra p156 

７ 
スケルタル･ドラゴンの例 
（アダルト･ブラック･ドラゴンのスケルタル･ドラゴン） 

常に真なる中立 アンデッド  ・Dra p157 

９ アビサル･ドレイク 常に混沌にして悪 来訪者  ・Dra p141 
      

１１ 
ドラコニック･クリーチャーの例 
（ファイアー･ジャイアントのドラコニック･クリーチャー） 

常に秩序にして悪 巨人  ・Dra p161 

１２ ゴーレム、ドラゴンボーン･ゴーレム 常に真なる中立 人造  ・Dra p154 

１４ 
ゴーストリィ･ドラゴンの例 
（アダルト･グリーン･ドラゴンのゴーストリィ･ドラゴン） 

常に秩序にして悪 アンデッド  ・Dra p143 

１５ ゴーレム、ドレイクストーン･ゴーレム 常に真なる中立 人造  ・Dra p154 
      

１７ ゴーレム、アイアンワーム･ゴーレム 常に真なる中立 人造  ・Dra p152 

２０ 
ヴァンピリック･ドラゴンの例 
（マチュア･アダルト･レッド･ドラゴンのヴァンピリック･ドラゴン） 

常に混沌にして悪 アンデッド  ・Dra p150 

      

２３ 
ドラコリッチの例 
（エインシャント･ブルー･ドラゴンのドラコリッチ） 

常に秩序にして悪 アンデッド  ・Dra p163 

      

４０ 
最大限以上に強大化したレッド･ドラゴン 
（61HD のグレート･ワーム･レッド･ドラゴン） 

おそらく 

常に秩序にして悪 
竜  ・Dra p96 

      

― 

（巻末にテンプレートや年齢段階を含めた脅威度順のドラゴン 

表があるため、この部分は割愛しました；  

「アース・ドレイク」～「マウンテン・ランドワーム」。） 

― ―  ― 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

±０ 
通常とは肉体武器の間合いが異なるドラゴン 
（分類：先天性テンプレート  適用：一部の竜） 

変化なし 変化なし  ・Dra p56 

＋１ 
精鋭規定値を持つドラゴン 
（分類：おそらく先天性テンプレート  適用：竜） （MM p294 も参照） 

変化なし 変化なし  ・Dra p193 

      

― 

（巻末にテンプレートや年齢段階を含めた脅威度順ドラゴン表 

があるため、この部分は割愛しました；  

「ヴァンピリック・ドラゴン」～「ハーフドラゴン」。） 

― ―  ― 

 

※ このサプリメントには、上級クラスの NPC の例の記載がない（アンホーリィ・ラヴィジャー・オヴ・ティアマト～ブラッドスケイルド・ 

フューリィ、イニシエイト・オヴ・ザ・ドラコニック・ミステリーズ～ホードスティーラー）。 
 

※ 本書 p85 に、竜の最大限以上の HD の強大化についての詳細がある。 

 
―脅威度順一覧表― ［CW］ （３.５ｅ） （ 『戦士大全』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

５ 
トールヴァルド、パープル･ドラゴン軍のメンバー 
（男性のドワーフのファイター2/レンジャー3） 

秩序にして中立 人型生物  ・CW p142 

      

８ 
ジョーリス･ウェルカー、プロテクター騎士団のメンバー 
（男性のハーフエルフの元パラディン 6/ナイト･プロテクター3） 

秩序にして中立 人型生物  ・CW p143 

９ 
ゴルゴス･アスローカ、エキゾチック･ウェポン･マスターの例 
（男性のノームのファイター6/エキゾチック･ウェポン･マスター3） 

秩序にして悪 人型生物  ・CW p18 

９ 
コレット･ドーミエ、カリス騎士団のメンバー 
（女性の人間のパラディン 7/レンジャー1/ナイト･オヴ･ザ･カリス 1） 

秩序にして善 人型生物  ・CW p142 

 
脅威度 人物名 属性 種別  参照 

９ 

チャンティクリア･ウィンターウィンド、 

オーダー･オヴ･ザ･ボウのメンバー 
（男性のエルフのファイター5/オーダー･オヴ･ボウ･イニシエイト 4） 

混沌にして善 人型生物  ・CW p141 

１０ 
アルダリス･ブライトフレイム、パープル･ドラゴン･ナイトの例 
（女性のハーフエルフのパラディン 5/パープル･ドラゴン･ナイト 5） 

秩序にして善 人型生物  ・CW p67 

１０ 
アルテシア･クーパースミス、ハーフリング･アウトライダーの例 
（女性のハーフリングのレンジャー5/ハーフリング･アウトライダー5） 

秩序にして善 人型生物  ・CW p66 

１０ 
ジェラ、ラヴィジャーの群れのメンバー 
（女性のハーフオークの元モンク 4/ファイター2/ラヴィジャー4） 

中立にして悪 人型生物  ・CW p145 

１０ 
“豪胆卿"ウィレム、キャヴァリアーの例 
（おそらく男性の人間のファイター8/キャヴァリアー2） 

秩序にして中立 人型生物  ・CW p30 

１０ 
“執念深き"バルサ、ダーク･ハンターの例 
（女性のドワーフのレンジャー5/ダーク･ハンター5） 

真なる中立 人型生物  ・CW p46 

１０ 
ハーレック、オカルト･スレイヤーの例 
（男性のハーフオークのレンジャー5/オカルト･スレイヤー5） 

真なる中立 人型生物  ・CW p28 

１０ 
バレリス、サーヤン･ナイトの例 
（おそらく女性の人間のファイター5/サーヤン･ナイト 5） 

秩序にして悪 人型生物  ・CW p36 

１０ 
バラカタル、アイ･オヴ･グルームシュの例 
（男性のハーフオークのバーバリアン 6/アイ･オヴ･グルームシュ 4） 

混沌にして悪 人型生物  ・CW p18 

１０ 
ベシュヤ、ネイチャーズ･ウォリアーの例 
（女性の人間のドルイド 6/ネイチャーズ･ウォリアー4） 

中立にして善 人型生物  ・CW p61 

      

１１ 
ウェルジィ、ハルキング･ハーラーの例 
（男性のストーン･ジャイアントのハルキング･ハーラー3） 

混沌にして悪 巨人  ・CW p69 

１１ 
サンジャキラー、マインドスパイの例 
（ドッペルゲンガーのソーサラー3/マインドスパイ 5） 

真なる中立 人怪  ・CW p79 

１１ 
シーボ･スコーレク、ノーム･ジャイアントスレイヤーの例 
（男性のノームのローグ 4/レンジャー2/ノーム･ジャイアントスレイヤー5） 

中立にして善 人型生物  ・CW p64 

１１ 
タリス･クラウドギャザー、インヴィジブル･ブレードの例 
（男性のハーフエルフのローグ 6/インヴィジブル･ブレード 5） 

真なる中立 人型生物  ・CW p20 

１１ 
ナリック･ウィーピングスカー、ラヴィジャーの例 
（男性のハーフオークのバーバリアン 5/ラヴィジャー6） 

混沌にして悪 人型生物  ・CW p85 

１１ 
メセフティ･タハルカ、イセ･ズミ僧院のメンバー 
（男性の人間のモンク 5/タトゥード･モンク 6） 

秩序にして中立 人型生物  ・CW p140 

１２ 
アクリャ、タトゥード･モンクの例 
（男性の人間のモンク 5/タトゥード･モンク 7） 

秩序にして中立 人型生物  ・CW p49 

１２ 
“悲しみの葉の”ヴィルヤ、ブレードシンガーの例 
（女性のハーフエルフのウィザード 6/ファイター2/ブレードシンガー4） 

混沌にして善 人型生物  ・CW p73 

１２ 
ジョリック･シャードカーヴァー、リーピング･モーラーの例 
（男性のドワーフのローグ 5/ファイター2/リーピング･モーラー5） 

混沌にして中立 人型生物  ・CW p87 

１２ 
“火打ち石の歯を持つ”クラグ、ベア･ウォリアーの例 
（男性の人間のバーバリアン 7/ベア･ウォリアー5） 

混沌にして中立 人型生物  ・CW p78 

１３ 
“帰り来し者”トーガ･アンガート、ハンター･オヴ･ザ･デッドの例 
（女性の人間のパラディン 5/ハンター･オヴ･ザ･デッド 8） 

秩序にして善 人型生物  ・CW p71 

１３ 
キテン･コテロス、ドランケン･マスターの例 
（男性の人間のモンク 5/ドランケン･マスター8） 

秩序にして善 人型生物  ・CW p54 

１３ 
ギャリック･クルヤーナ、オーダー･オヴ･ボウ･イニシエイトの例 
（男性のハーフエルフのファイター5/オーダー･オヴ･ボウ･イニシエイト 8） 

中立にして善 人型生物  ・CW p28 

１３ 
“黒い葉の”ネザル、ダークウッド･ストーカーの例 
（男性のエルフのレンジャー5/ダークウッド･ストーカー8） 

混沌にして善 人型生物  ・CW p44 

１３ 
“大胆なる”フィレリ、ウォー･チャンターの例 
（女性のハーフエルフのバード 6/ウォー･チャンター7） 

混沌にして善 人型生物  ・CW p24 

１３ 
チェルシャ･グラナイトギャロウ、ストーンロードの例 
（性別不明のドワーフのパラディン 5/ストーンロード 8） 

秩序にして善 人型生物  ・CW p40 

１３ 
ローランド･ワンダースン、スペルソードの例 
（おそらく男性の人間のファイター1/ウィザード 6/スペルソード 6） 

混沌にして善 人型生物  ・CW p42 

１４ 
カリヤ･スピアブロッサム、レイジ･メイジの例 
（性別不明の人間のソーサラー6/バーバリアン 1/レイジ･メイジ 7） 

混沌にして中立 人型生物  ・CW p88 

１４ 
シャーナ･フューリーズドットル、フレンジード･バーサーカーの例 
（女性の人間のバーバリアン 6/フレンジード･バーサーカー8） 

混沌にして中立 人型生物  ・CW p76 

１４ 
“空舞う木の葉の”レシア、マスター･スロウアーの例 
（おそらく女性のノームのローグ 9/マスター･スロウアー5） 

混沌にして中立 人型生物  ・CW p83 

１５ 
コリーヤ･ストームギャザー、ウォーシェイパーの例 
（女性のハーフリングのドルイド 10/ウォーシェイパー5） 

真なる中立 人型生物  ・CW p22 

１５ 
シェン大師、ケンセイの例 
（男性の人間のモンク 7/ケンセイ 8） 

秩序にして善 人型生物  ・CW p34 

      

１６ 
ウラシマ･タノキ、ローニンの例 
（男性の人間の元サムライ 6/ローニン 10） 

真なる中立 人型生物  ・CW p91 

１６? 
エストレーラ･モンテネグロ、ナイト･オヴ･ザ･カリスの例 
（女性のエルフのレンジャー5/クレリック 5/ナイト･オヴ･ザ･カリス 6） 

秩序にして善 人型生物  ・CW p56 

１６ 
シャーレック、ジャスティシアーの例 
（男性の人間のレンジャー6/ジャスティシアー10） 

秩序にして中立 人型生物  ・CW p38 

１６ 
マトゥーリン、ナイト･プロテクターの例 
（男性のドワーフのパラディン 6/ナイト･プロテクター10） 

秩序にして善 人型生物  ・CW p58 

１７ 
ゼザラ、デルウィーシュの例 
（女性のハーフリングのファイター7/デルウィーシュ 10） 

混沌にして中立 人型生物  ・CW p51 

１７ 
マーリク･オービウス、マスター･オヴ･ジ･アンシーン･ハンドの例 
（男性の人間のソーサラー12/マスター･オヴ･ジ･アンシーン･ハンド 5） 

混沌にして中立 人型生物  ・CW p51 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

３ スパーク･ガーディアン 常に真なる中立 人造  ・CW p119 

４ ガントレット･ガーディアン 常に真なる中立 人造  ・CW p119 
      

６ ブレード･ガーディアン 常に真なる中立 人造  ・CW p119 

 
 
 
 



Dungeons&Dragons® Table 
―脅威度順一覧表― ［PGtF］ （３.５ｅ） （ 『フェイルーン・プレイヤーズ・ガイド』 ) ：： 
 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

１に変化 
フェイルーンの請願者テンプレート 
（分類：おそらく先天性テンプレート  適用：どれでも） 

さまざま 
来訪者に 

変化 

 ・MotP p200 に 

 詳細あり 

 

※ このサプリメントには、上級クラスの NPC の例の記載がない（アーケイン・デヴォテイー～ルーンキャスター、コグニション・ 

シーフ～ヤスリンシー）。 

 
―脅威度順一覧表― ［CD］ （３.５ｅ） （ 『信仰大全』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

７ 
ロウィーナ、ホスピタラーの例 
（女性の人間のパラディン 5/ホスピタラー2） 

秩序にして善 人型生物  ・CD p71 

８ 
オアレン、エヴァンジェリストの例 
（男性のハーフエルフのバード 5/エヴァンジェリスト 3） 

混沌にして中立 人型生物  ・CD p30 

８ 
カリスタ、ブライターの例 
（女性の人間のドルイド 5/レンジャー1/ブライター2） 

中立にして悪 人型生物  ・CD p64 

８ 
グラーギャ、パイアス･テンプラーの例 
（女性のハーフオークのファイター5/パイアス･テンプラー3） 

混沌にして中立 人型生物  ・CD p61 

８ 
クロタン、ストームロードの例 
（男性の人間のクレリック 5/ストームロード 3） 

混沌にして中立 人型生物  ・CD p46 

８ 
ジャーニット、テンプル･レイダー･オヴ･オリダマラの例 
（男性のハーフエルフのレンジャー5/テンプル･レイダー･オヴ･オリダマラ 3） 

混沌にして中立 人型生物  ・CD p59 

８ 
テンプルトン、ディヴァイン･オラクルの例 
（男性の人間のクレリック 5/ディヴァイン･オラクル 3） 

秩序にして悪 人型生物  ・CD p54 

９ 

エアンダリアル、シーカー･オヴ･ミスティ･アイルの例 
（女性のエルフのレンジャー2/クレリック 3/ 

シーカー･オヴ･ミスティ･アイル 4） 
混沌にして善 人型生物  ・CD p39 

９ 
“開眼せし者"マルセアン、ウルプリーストの例 
（男性の人間のクレリック 4/ローグ 1/ウルプリースト 4） 

秩序にして悪 人型生物  ・CD p26 

９ 
ザウヴァン、レイディアント･サーヴァント･オヴ･ペイロアの例 
（男性の人間のクレリック 6/レイディアント･サーヴァント･オヴ･ペイロア 3） 

中立にして善 人型生物  ・CD p72 

９ 
ダレク･オルロック、チャーチ･インクィジターの例 
（男性のドワーフのクレリック 5/チャーチ･インクィジター4） 

秩序にして善 人型生物  ・CD p52 

９ 
ライナ･デリイラン、コンセクレイテッド･ハリアーの例 

（女性のハーフリングのローグ 1/レンジャー5/コンセクレイテッド･ハリアー3） 
秩序にして善 人型生物  ・CD p34 

１０ 
アーニャ･ザー･ナン、レインボー･サーヴァントの例 
（女性の人間のソーサラー6/レインボー･サーヴァント 4） 

中立にして善 人型生物  ・CD p75 

１０ 
ザニファー･フラックスウィンド、エントロポマンサーの例 
（女性のハーフエルフのクレリック 7/エントロポマンサー3） 

秩序にして中立 人型生物  ・CD p32 

１０ 
“正義の人"トロセラ、セイクリッド･エクソシストの例 
（女性の人間のクレリック 7/セイクリッド･エクソシスト 3） 

秩序にして善 人型生物  ・CD p48 

１０ 

ディークラー、シャイニング･ブレード･オヴ･ハイローニアスの例 
（男性の人間のクレリック 4/パラディン 4/ 

シャイニング･ブレード･オヴ･ハイローニアス 2） 
秩序にして善 人型生物  ・CD p44 

１０ 
パリアナ･ブレッツェン、ヴォイド･ディサイプルの例 
（女性の人間のウィザード 7/ヴォイド･ディサイプル 3） 

秩序にして中立 人型生物  ・CD p23 

      

１１ 
アララスター、セイクリッド･フィストの例 
（男性の人間のクレリック 1/モンク 6/セイクリッド･フィスト 4） 

秩序にして中立 人型生物  ・CD p50 

１１ 
ドゥルギン･ストーンスパイク、ウォープリーストの例 
（男性のドワーフのクレリック 7/ウォープリースト 4） 

秩序にして善 人型生物  ・CD p25 

１２ 
“黄金の矢"、ディヴァイン･クルセイダーの例 
（女性のエルフのファイター7/ディヴァイン･クルセイダー5） 

混沌にして善 人型生物  ・CD p56 

１２ 
セイス、ブラック･フレイム･ゼロットの例 
（男性の人間のローグ 2/クレリック 3/ブラック･フレイム･ゼロット 7） 

秩序にして悪 人型生物  ・CD p66 

１３ 
“意地っ張りの"シャラス、ホーリィ･リベレイターの例 
（男性のハーフエルフのファイター7/ホーリィ･リベレイター6） 

混沌にして善 人型生物  ・CD p69 

１３ 
“輝く宝石の"セレナ･ヘドゥ、コンテンプラティヴの例 
（女性のノームのクレリック 10/コンテンプラティヴ 3） 

中立にして善 人型生物  ・CD p37 

１５ 
レンデラ、ジオマンサーの例 
（男性の人間のクレリック 3/ウィザード 3/ジオマンサー9） 

中立にして悪 人型生物  ・CD p42 

 

※ 巻末に脅威度順一覧表がありますが、他の大全シリーズとの統一のため、省略せずに記載しました。 

 

―脅威度順一覧表― ［XPH］ （３.５ｅ） （ 『サイオニクス・ハンドブック 第 3.5 版』 ) ：： 
 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/2 アストラル･コンストラクト、1 レベル 常に真なる中立 人造  ・XPH p186 

1/2 エラン、エランの 1 レベル･ウォリアー 通常は真なる中立 異形  ・XPH p192 

1/2 ゼフ、ゼフの 1 レベル･ウォリアー 通常は真なる中立 人型生物  ・XPH p202 

1/2 ドロマイト、ドロマイトの 1 レベル･ウォリアー 通常は真なる中立 人怪  ・XPH p207 

1/2 ミーナッド、ミーナッドの 1 レベル･ウォリアー 通常は真なる中立 人型生物  ・XPH p217 

1/2 ブレイン･モウル 常に真なる中立 魔獣  ・XPH p214 

１ アストラル･コンストラクト、2 レベル 常に真なる中立 人造  ・XPH p186 

１ ギスゼライ、ギスゼライの 1 レベル･ウォリアー （サイオニック版） 常にいずれかの中立 人型生物  ・XPH p193 

１ ギスヤンキ、ギスヤンキの 1 レベル･ウォリアー （サイオニック版） 通常はいずれかの悪 人型生物  ・XPH p194 

１ ゴブリン、ブルーの 1 レベル･サイオン（テレパス） 通常は中立にして悪 人型生物  ・XPH p213 

１ ジャイアント、ハーフジャイアントの 1 レベル･ウォリアー 通常は中立にして善 巨人  ・XPH p209 

１ スリクリーン 通常は混沌にして中立 人怪  ・XPH p201 

１ ドワーフ、ドゥエルガルの 1 レベル･ウォリアー （サイオニック版） しばしば秩序にして悪 人型生物  ・XPH p207 

１ パペッティア 通常は秩序にして悪 魔獣  ・XPH p210 

２ アストラル･コンストラクト、3 レベル 常に真なる中立 人造  ・XPH p186 

２ ソウト･イーター 通常は真なる中立 異形  ・XPH p203 

２ パペッティア、フレッシュ･ハロウアー種の パペッティア 通常は真なる中立 魔獣  ・XPH p211 

 

 
脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

２ フォルガブ 常に真なる中立 異形  ・XPH p212 

３ アストラル･コンストラクト、4 レベル 常に真なる中立 人造  ・XPH p186 

３ クリスマル 常にいずれかの秩序 エレメンタル  ・XPH p195 

３ テンポラル･フィルチャー 通常はいずれかの悪 異形  ・XPH p206 

３ ユアンティ、ユアンティ･ピュアブラッド （サイオニック版） 通常は秩序にして悪 人怪  ・XPH p217 

５ アストラル･コンストラクト、5 レベル 常に真なる中立 人造  ・XPH p187 

５ アンボディード さまざま 人怪  ・XPH p189 

５ ウードルート 常に真なる中立 植物  ・XPH p191 

５ ユアンティ、ユアンティ･ハーフブラッド （サイオニック版） 通常は混沌にして悪 人怪  ・XPH p217 
      

６ ティジック 常に混沌にして悪 人怪  ・XPH p205 

７ アストラル･コンストラクト、6 レベル 常に真なる中立 人造  ・XPH p187 

７ アボレス （サイオニック版） 通常は秩序にして悪 異形  ・XPH p189 

７ インテレクト･ディヴァウラー 常に混沌にして悪 異形  ・XPH p190 

７ グレイ･グラトン 常に真なる中立 魔獣  ・XPH p196 

７ 
フレニック･マンティコア、マンティコアの例 
（マンティコアのフレニック種） 

通常は秩序にして悪 魔獣  ・XPH p215 

７ ユアンティ、ユアンティ･アボミネーション （サイオニック版） 通常は混沌にして悪 人怪  ・XPH p218 

８ アストラル･コンストラクト、7 レベル 常に真なる中立 人造  ・XPH p187 

８ マインド･フレイヤー （サイオニック版） 通常は秩序にして悪 異形  ・XPH p216 

９ アストラル･コンストラクト、8 レベル 常に真なる中立 人造  ・XPH p187 

９ コーラー･イン･ダークネス 常に混沌にして悪 アンデッド  ・XPH p198 

１０ アストラル･コンストラクト、9 レベル 常に真なる中立 人造  ・XPH p187 

１０ コアトル （サイオニック版） 常に秩序にして善 来訪者  ・XPH p198 

１０ デーモン、ケレブリリス 常に混沌にして悪 来訪者  ・XPH p197 
      

１２ サイオンキラー 常に真なる中立 人造  ・XPH p189 

１３ ソウト･スレイヤー しばしば混沌にして中立 異形  ・XPH p204 

１５ ネオセリッド 常に秩序にして悪 異形  ・XPH p209 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

ＨＤにより 

変化 

フレニック種テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：サイオニック能力者ではない、知性を持つ 
クリーチャー） 

変化なし 

動物のみ 

魔獣に 

変化 

 ・XPH p215 

 

※ このサプリメントには、上級クラスの NPC の例の記載がない（イリシッド・スレイヤー～メタマインド）。 

 
―脅威度順一覧表― ［ESce-1］ （３.５ｅ） （ 『最終戦争の影』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC は割愛しました。） ― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［RoS］ （３.５ｅ） （ 『石の種族』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

１ 
ゴライアスのウォリアーの例 
（ゴライアスのウォリアー1） 

真なる中立 人怪  ・RoS p183 

１ 
ドワーフの侍祭の例 
（ドワーフのクレリック 1） 

基本は秩序にして善 人型生物  ・RoS p173 

２ 
ゴライアスの狩人の例 
（ゴライアスのバーバリアン 1） 

基本は混沌にして中立 人怪  ・RoS p181 

２ 
ドワーフの下士官の例 
（ドワーフのウォリアー3） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・RoS p177 

２ 
ノームの下士官の例 
（ノームのウォリアー3） 

基本は中立にして善 人型生物  ・RoS p179 

３ 
ノームの斥候の例 
（ノームのレンジャー3） 

基本は中立にして善 人型生物  ・RoS p179 

４ 
“揺るがぬ手"ケオシ･スヌカラシ、カサール部族員 
（男性のゴライアスのレンジャー2/ファイター1） 

混沌にして善 人怪  ・RoS p79 

５ 
ゴライアスの襲撃者の例 
（ゴライアスのバーバリアン 4） 

基本は混沌にして善 人怪  ・RoS p182 

５ 
ドワーフの士官の例 
（ドワーフのファイター5） 

基本は秩序にして善 人型生物  ・RoS p177 

５ 
ノームの士官の例 
（ノームのレンジャー5） 

基本は中立にして善 人型生物  ・RoS p178 

      

６ 
“鋭き耳"ルイリク･ネアウラキア、ストーンブレシドの例 
（女性のグリムロックのバーバリアン 2/ストーンブレシド 3） 

真なる中立 人怪  ・RoS p113 

７ 
ドワーフの助任司祭の例 
（ドワーフのクレリック 7） 

基本は秩序にして善 人型生物  ・RoS p175 

７ 
ノームの守護者の例 
（ノームのクレリック 7） 

基本は中立にして善 人型生物  ・RoS p178 

７ 
バズリッド･ハルケンス、ルーンスミスの例 
（男性のドワーフのウィザード 5/ルーンスミス 2） 

真なる中立 人型生物  ・RoS p128 

７ 
“炎の語り手"エサヴィオ･アナカサミ、カサール部族員 
（男性のゴライアスのウィザード 6） 

秩序にして中立 人怪  ・RoS p79 

８ 
ゴライアスのストーンスピーカー･シャーマンの例 
（ゴライアスのドルイド 7） 

基本は真なる中立 人怪  ・RoS p182 

８ 
ゴライアスの伝道師の例 
（ゴライアスのクレリック 7） 

基本は中立にして善 人怪  ・RoS p181 

８ 
ドワーフのダンジョン探検家の例 
（ドワーフのローグ 4/レンジャー4） 

基本は中立にして善 人型生物  ・RoS p176 



Dungeons&Dragons® Table 
脅威度 人物名 属性 種別  参照 

８ 

“小道の主"アカモア･マヴァレス、 

ストーンスピーカー･ガーディアンの例 
（女性のゴライアスのドルイド 5/ストーンスピーカー･ガーディアン 2） 

真なる中立 人怪  ・RoS p108 

８ 
ヨドマラ･ガレニル、アイアン･マインドの例 
（女性のドワーフのサイキック･ウォリアー5/アイアン･マインド 3） 

秩序にして中立 人型生物  ・RoS p101 

９ 
ノームの語り部の例 
（ノームのバード 9） 

基本は中立にして善 人型生物  ・RoS p179 

９ 
オッソン･ヒョルトガル、ディープウォーデンの例 
（男性のドワーフのレンジャー5/ディープウォーデン 4） 

秩序にして中立 人型生物  ・RoS p115 

９ 
サヒール･インブル、ディヴァイン･プランクスターの例 
（男性のノームのクレリック 4/バード 2/ディヴァイン･プランクスター3） 

秩序にして中立 人型生物  ・RoS p118 

９ 
“静かなる熊"コシ･ヴァサカナマ、カサール部族員 
（男性のゴライアスのレンジャー8） 

混沌にして中立 人怪  ・RoS p77 

９ 
ユーリ･キンダル、ブレード･プラーヴォの例 
（女性のノームのファイター5/ブレード･プラーヴォ 4） 

混沌にして中立 人型生物  ・RoS p124 

９ 
ルカナ･シルヴァーソン、バトルスミスの例 
（女性のドワーフのクレリック 7/バトルスミス 2） 

秩序にして中立 人型生物  ・RoS p122 

１０ 
“空の見張り手”スリアナ･アヴァエラクマサ、カサール部族員 
（女性のゴライアスのドルイド 9） 

中立にして善 人怪  ・RoS p76 

１０ 
“銀の囁きの"バーダル、シャドウクラフト･メイジの例 
（おそらく女性のノームのソーサラー8/シャドウクラフト･メイジ 2） 

混沌にして善 人型生物  ・RoS p107 

１０ 
カイリキ･トゥルコ、アース･ドリーマーの例 
（女性のノームのドルイド 7/アース･ドリーマー3） 

中立にして善 人型生物  ・RoS p99 

１０ 
“鋭き目"ヴィルマカ･カラギアノ、クラグトップ･アーチャーの例 
（男性のゴライアスのレンジャー7/クラグトップ･アーチャー2） 

真なる中立 人怪  ・RoS p103 

１０ 
“平和を求める者"サラム･ガラニアニ、ドーンコーラーの例 
（男性のゴライアスのバード 5/ドーンコーラー4） 

中立にして善 人怪  ・RoS p120 

１０ 
モルタク、ストーンデス･アサシンの例 
（男性のホブゴブリンのローグ 4/ストーンデス･アサシン 5） 

秩序にして悪 人型生物  ・RoS p111 

      

１１ 
ノームのトリックスターの例 
（ノームのローグ 3/幻術士 5/アーケイン･トリックスター3） 

基本は混沌にして善 人型生物  ・RoS p180 

１１ 
“早走り"ケラアマエ･オアモサアロマ、ペレグリン･ランナーの例 
（男性のゴライアスのバーバリアン 3/ファイター3/ペレグリン･ランナー4） 

混沌にして善 人怪  ・RoS p126 

１２ 
ドワーフの守護者の例 
（ドワーフのファイター7/ドワーヴン･ディフェンダー5） 

基本は秩序にして善 人型生物  ・RoS p175 

１２ 
“暁を呼ばわる者"ウリア･ヴァサカナマ、カサール部族員 
（女性のゴライアスのローグ 3/バード 3/ドーンコーラー5） 

混沌にして中立 人怪  ・RoS p78 

１２ 
“熊殺し"マラス･カシヌメノ、ゴライアス･リベレイターの例 

（女性のゴライアスのレンジャー3/バーバリアン 4/ゴライアス･リベレイター4） 
混沌にして中立 人怪  ・RoS p105 

１３ 
ドワーフの秘儀鍛冶師の例 
（ドワーフのウィザード 13） 

基本は中立にして善 人型生物  ・RoS p174 

１３ 
“魚を紐でぶら下げる者”アカラ･クリエカマナ、カサール部族員 

（男性のゴライアスのバーバリアン 12） 
混沌にして善 人怪  ・RoS p76 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/2? ドワーフ、ドリーム･ドワーフの 1 レベル･ウォリアー おそらく通常は 

中立にして善 
人型生物  ・RoS p92 

1/2? ノーム、ウィスパー･ノームの 1 レベル･ウォリアー おそらく常に真なる中立 

か中立にして善 
人型生物  ・RoS p87 

1/2? ノーム、ケイオス･ノームの 1 レベル･ウォリアー おそらく常にいずれかの 

混沌 
人型生物  ・RoS p89 

１ ゴライアス、ゴライアスの 1 レベル･ウォリアー おそらくしばしば 

混沌にして善 
人怪  ・RoS p56 

２? ストーンチャイルド おそらくしばしば 

真なる中立 
来訪者  ・RoS p91 

２ スラム･ワーム 通常は中立にして善 魔獣  ・RoS p188 

２? フェラル･ガルガン おそらく通常はいずれか

の混沌 
人怪  ・RoS p94 

３ ダイア･アニマル、ダイア･イーグル 常に真なる中立 動物  ・RoS p188 

４ ストーン･ドレイク 通常は中立にして善 竜  ・RoS p186 

４ ディープ･ハウンド 常に真なる中立 魔獣  ・RoS p189 

５ アース･ウィスパー 常に中立にして善 エレメンタル  ・RoS p185 
      

９ アルコン、ハンマー･アルコン 常に秩序にして善 来訪者  ・RoS p190 

 

※ ウィスパー・ノーム、ケイオス・ノーム、ドリーム・ドワーフのＮＰＣは、脅威度が基本クラス±０か＋１（またはそれ以上）なのかが

正確には不明。なお、種族 HD なしで LA±0 ならば脅威度±0 でほぼ確定だと思われるが、LA＋1 以上だと脅威度が上昇する

可能性がある（参考として、アアシマールは LA＋1 で脅威度±0、ドゥエルガルは LA＋1 で脅威度＋1、ドラウは LA＋2 で脅威

度＋1、スヴァーフネブリンは LA＋3 で脅威度＋1 と一定しない）。また、ストーンチャイルド、フェラル・ガルガンは、正確な脅威

度が不明。 

 
―脅威度順一覧表― ［ECS］ （３.５ｅ） （ 『エベロン・ワールドガイド』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

１? 
典型的な王族の子孫 
（人間のアリストクラート 3） 

基本は秩序にして善 人型生物  ・ECS p244 

１ 
典型的な翡翠爪騎士団の兵士 
（人間のウォリアー2） 

基本は秩序にして悪 人型生物  ・ECS p241 

２? 
典型的なヴァダリス氏族の調教師 
（人間のコモナー5） 

基本は中立にして善 人型生物  ・ECS p232 

２ 
典型的なカニス氏族のメイジライト 
（人間のメイジライト 3） 

基本は中立にして善 人型生物  ・ECS p233 

２ 
典型的なクンダラク氏族の銀行員 
（ドワーフのエキスパート 3） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・ECS p234 

２ 
典型的なジョラスコ氏族の治癒士 
（ハーフリングのアデプト 3） 

基本は中立にして善 人型生物  ・ECS p236 

３ 
典型的なガランダ氏族の宿屋の主人 
（ハーフリングのローグ 2/エキスパート 2） 

基本は中立にして善 人型生物  ・ECS p233 

３ 
典型的なメダーニ氏族の歩哨 
（ハーフエルフのエキスパート 3/ファイター1） 

基本は秩序にして善 人型生物  ・ECS p239 

 

 
脅威度 人物名 属性 種別  参照 

３ 
典型的なモルグレイヴ大学の教授 
（ドワーフのエキスパート 4） 

基本は秩序にして善 人型生物  ・ECS p243 

３ 
典型的なリランダー氏族の船乗り 
（ハーフエルフのエキスパート 4） 

基本は混沌にして善 人型生物  ・ECS p239 

４ 
典型的なアーラムのメンバー 
（ドワーフのアリストクラート 5） 

基本は秩序にして悪 人型生物  ・ECS p225 

４ 
典型的なシルヴァー･フレイム教会の聖職者 
（人間のクレリック 4） 

基本は秩序にして善 人型生物  ・ECS p228 

４ 
典型的なタラシュク氏族の賞金稼ぎ 
（ハーフオークのレンジャー4） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・ECS p237 

４ 
典型的な地下竜教団の信者 
（人間のローグ 2/クレリック 2） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・ECS p229 

４ 
典型的なフィアラン氏族の芸人/スパイ 
（人間のバード 4） 

基本は混沌にして中立 人型生物  ・ECS p239 

４ 
典型的な門を守る者の弟子 
（ハーフオークのドルイド 4） 

基本は真なる中立 人型生物  ・ECS p243 

４ 
ディマルズ（Ⅰ）、繰り返し登場する悪役の例 
（女性のエルフのアーティフィサー1/死霊術士 3） 

中立にして悪 人型生物  ・ECS p250 

５ 
典型的なヴォルの血の聖職者 
（ハーフエルフのクレリック 5） 

基本は秩序にして悪 人型生物  ・ECS p226 

５ 
典型的なオリエン氏族の急使 
（人間のローグ 3/エキスパート 3） 

基本は真なる中立 人型生物  ・ECS p232 

５ 
典型的なコランベルグ図書館の司書 
（ノームのエキスパート 6） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・ECS p227 

５ 
典型的なシヴィス氏族の書記 
（ノームのエキスパート 6） 

基本は真なる中立 人型生物  ・ECS p235 

５ 
典型的なデニス氏族の国境執行官 
（人間のパラディン 5） 

常に秩序にして善 人型生物  ・ECS p238 

５ 
ハラス･マーテン（Ⅰ）、繰り返し登場する悪役の例 
（男性のハーフエルフのローグ 3/レンジャーⅡ） 

真なる中立 人型生物  ・ECS p251 

      

６ 
典型的なチュラーニ氏族のアサシン 
（エルフのローグ 6/アサシン 1） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・ECS p237 

６ 
典型的な森の監視人 
（人間のドルイド 6） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・ECS p241 

７ 
“琴座の”アシャヤ･ディランダー、ドラゴンマーク･エアの例 
（女性のハーフエルフのソーサラー4/ドラゴンマーク･エア 3） 

秩序にして中立 人型生物  ・ECS p83 

８ 
典型的なトゥエルヴのアーティフィサー 
（人間のアーティフィサー8） 

基本は中立にして善 人型生物  ・ECS p230 

８ 
典型的な到達者財団の冒険者 
（チェンジリングのローグ 5/レンジャー1/エクストリーム･エクスプローラ 2） 

基本は混沌にして中立 人型生物  ・ECS p231 

８ 
典型的なドリーミング･ダークのスパイ 

（インスパイアドのサイオン（シーア）4/ローグ 3 の器/ツコラ･クォーリの魂） 
基本は秩序にして悪 人型生物  ・ECS p240 

８ 
クレイモス･モヴァネク、マスター･インクィジティヴの例 
（男性のハーフエルフのバード 4/マスターインクィジティヴ 4） 

真なる中立 人型生物  ・ECS p84 

８ 
ディマルズ（Ⅱ）、繰り返し登場する悪役の例 
（女性のエルフのアーティフィサー1/死霊術士 7） 

中立にして悪 人型生物  ・ECS p250 

９ 
“監視人”ギャサン、エルデン･レンジャーの例 
（男性の人間のレンジャー5/エルデン･レンジャー4） 

真なる中立 人型生物  ・ECS p82 

９ 
バタリング･ラム、ウォーフォージド･ジャガーノートの例 
（ウォーフォージドのファイター5/ウォーフォージド･ジャガーノート 4） 

真なる中立 人造  ・ECS p74 

９ 

ハラス･マーテン（Ⅱ）、繰り返し登場する悪役の例 
（男性のハーフエルフのローグ 3/レンジャー3/ 

エクストリーム･エクスプローラ 3） 

真なる中立 人型生物  ・ECS p251 

９ 
ロウス、エクストリーム･エクスプローラの例 
（男性のチェンジリングのローグ 6/エクストリーム･エクスプローラ 3） 

真なる中立 人型生物  ・ECS p77 

１０ 
“熊女”グウェンタ、ワータッチト･マスターの例 
（女性のシフターのバーバリアン 3/レンジャー2/ワータッチト･マスター5） 

混沌にして中立 人型生物  ・ECS p87 

１０ 

“聖印の”ダヴィネ、エクソシスト･オヴ･シルヴァー･フレイムの例 
（女性のハーフリングのクレリック 5/ 

エクソシスト･オヴ･シルヴァー･フレイム 5） 
秩序にして善 人型生物  ・ECS p79 

      

１３ 
典型的なロード･オヴ･ダストの構成員 
（ザキャ･ラークシャサのファイター5） 

基本は秩序にして悪 来訪者  ・ECS p245 

１４ 
典型的なチャンバーの監視者 
（ヤング･アダルト･シルヴァー･ドラゴン） 

基本は秩序にして中立 

（本来は常に 

秩序にして善） 

竜  ・ECS p229 

１４ 
ルリック･クンダラク、エア･オヴ･シベイの例 
（男性のドワーフのファイター12/エア･オヴ･シベイ 2） 

真なる中立 人型生物  ・ECS p76 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

１/3 ホムンクルス、エクスパディシャス･メッセンジャー 作成者と同じ 人造  ・ECS p293 

1/2 ウォーフォージド、ウォーフォージドの 1 レベル･ウォリアー しばしば真なる中立 人造  ・ECS p12 

1/2? カラシュター、カラシュターの 1 レベル･ウォリアー おそらくしばしば 

秩序にして善 
人型生物  ・ECS p16 

1/2 シフター、シフターの 1 レベル･ウォリアー しばしば真なる中立 人型生物  ・ECS p17 

1/2 チェンジリング、チェンジリングの 1 レベル･ウォリアー しばしば真なる中立 人型生物  ・ECS p19 

1/2 ディノサウルス、ファスティシュ 常に真なる中立 動物  ・ECS p288 

１/2 ホムンクルス、デディケイテッド･ライト 作成者と同じ 人造  ・ECS p294 

１/2 ホムンクルス、ファーティヴ･フィルチャー 作成者と同じ 人造  ・ECS p295 

１ シンビアント、タンワーム 通常は秩序にして悪 異形  ・ECS p283 

１ シンビアント、テンタクル･ウィップ 通常は秩序にして悪 異形  ・ECS p284 

１ シンビアント、リヴィング･ブレストプレート 通常は秩序にして悪 異形  ・ECS p285 

１ 動物、ヴァラナー･ライディング･ホース 常に真なる中立 動物  ・ECS p292 

１ ドルグリム、ドルグリムの 1 レベル･ウォリアー 通常は混沌にして悪 異形  ・ECS p290 

１ ホムンクルス、アイアン･ディフェンダー 作成者と同じ 人造  ・ECS p293 

 



Dungeons&Dragons® Table 
脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

１ 
ホリッド･ラット、ホリッド･アニマルの例 
（ダイア･ラットのホリッド･アニマル） 

常に真なる中立 動物  ・ECS p296 

１ 
メイジブレッド･ヘヴィ･ホース、メイジブレッド･アニマルの例 
（ヘヴィ･ホースのメイジブレッド･アニマル） 

常に真なる中立 動物  ・ECS p297 

１ 
リヴィング･バーニング･ハンズ、リヴィング･スペルの例 
（バーニング･ハンズ呪文のリヴィング･スペル） 

常に真なる中立 粘体  ・ECS p300 

２ アンダイング･ソルジャー 通常は混沌にして善 デスレス  ・ECS p275 

２ ディノサウルス、クローフット 常に真なる中立 動物  ・ECS p287 

２ ドルガント 通常は秩序にして悪 異形  ・ECS p289 

３ スケルトン、カルナシ･スケルトン 常に秩序にして悪 アンデッド  ・ECS p280 

３ ゾンビ、カルナシ･ゾンビ 常に秩序にして悪 アンデッド  ・ECS p280 

３ ディノサウルス、グライドウィング 常に真なる中立 動物  ・ECS p287 

４ ハグ、ダスク･ハグ 通常は真なる中立 人怪  ・ECS p291 

４ 
ホリッド･エイプ、ホリッド･アニマルの例 
（ダイア･エイプのホリッド･アニマル） 

常に中立にして悪 

（本来は常に 

真なる中立） 

動物  ・ECS p295 

５ 
インスパイアドの例 
（インスパイアドのサイオン（テレパス）4 の器/ツコラ･クォーリの魂） 

基本は秩序にして悪 人型生物  ・ECS p276 

      

６ ドルガント、ドルガントの 4 レベル･モンク 通常は秩序にして悪 異形  ・ECS p289 

７ クォーリ、ツコラ･クォーリ 常に秩序にして悪 来訪者  ・ECS p282 

７ 
リヴィング･クラウドキル、リヴィング･スペルの例 
（クラウドキル呪文のリヴィング･スペル） 

常に真なる中立 粘体  ・ECS p299 

８ ウォーフォージド、ウォーフォージド･タイタン 常に秩序にして中立 人造  ・ECS p278 

８ カーカス･クラブ 通常は真なる中立 魔獣  ・ECS p279 

８ ラークシャサ、ザキャ･ラークシャサ 常に秩序にして悪 来訪者  ・ECS p298 

９ アンダイング･カウンシラー 通常は混沌にして善 デスレス  ・ECS p275 
      

１８ アセンダント･カウンシラー 通常は混沌にして善 デスレス  ・ECS p274 

２０ デルキール 通常は中立にして悪 来訪者  ・ECS p285 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

±０ 
メイジブレッド･アニマル･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：生きている動物） 

変化なし 変化なし  ・ECS p298 

＋1 
インスパイアドの器 / ツコラ･クォーリの魂 
（分類：後天性テンプレート  適用：人間） 

通常は秩序にして悪に 

変化 
変化なし  ・ECS p277 

＋１ 
シンビアント、タンワームの宿主 
（分類：後天性テンプレート  適用：どれでも） 

おそらく人格の支配者と 

同様 
変化なし  ・ECS p283 

＋１ 
シンビアント、テンタクル･ウィップの宿主 
（分類：後天性テンプレート  適用：どれでも） 

おそらく人格の支配者と 

同様 
変化なし  ・ECS p284 

＋１ 
シンビアント、リヴィング･ブレストプレートの宿主 
（分類：後天性テンプレート  適用：中型サイズのクリーチャー） 

おそらく人格の支配者と 

同様 
変化なし  ・ECS p285 

＋１ 
ホリッド･アニマル･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：ダイア･アニマル） 

変化なし 変化なし  ・ECS p297 

＋２ 
憑依能力を持つフィーンド 
（分類：おそらく後天性テンプレート  適用：（悪）の副種別を持つ来訪者） 

変化なし 変化なし 

 ・BoVD p23， 

ECS p99， 

FC1 p21 

特殊 
リヴィング･スペル･テンプレート 
（分類：特殊テンプレート  適用：呪文） 

呪文の補足説明の 

属性、および中立 

粘体に 

変化 
 ・ECS p300 

 

※ シナリオ 『忘れられた鋳造所』 に登場するクリーチャーは割愛しました。 
 

※ カラシュターのＮＰＣは、脅威度が基本クラス±０か＋１なのかが正確には不明（おそらく±０）。 

 
―脅威度順一覧表― ［MM3］ （３.５ｅ） （ 『モンスター・マニュアルⅢ』 ) ：： 
 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

― 

（巻末にテンプレートを含めた脅威度順モンスター表がある 

ため、このサプリメントは割愛しました；  

「アーケイン・ウーズ」～「ロット・リーヴァー」、 

「ヴォイドマインド」～「リヴィング・スペル」。） 

― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［ESce-2］ （３.５ｅ） （ 『魔剣の囁き』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC は割愛しました。） ― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［CAr］ （３.５ｅ） （ 『秘術大全』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

８ 
コッター･マッギン、ブラッド･メイガスの例 

（男性の人間のソーサラー6/ブラッド･メイガス 2） 
真なる中立 人型生物  ・CAr p58 

８ 
シェリス･リアデイ、エンライトンド･フィストの例 

（女性の人間のモンク 1/ソーサラー4/エンライトンド･フィスト 3） 
秩序にして中立 人型生物  ・CAr p39 

８ 
セオグリン･ラアブレク、グリーン･スター･アデプトの例 

（男性の人間のバーバリアン 4/ソーサラー1/グリーン･スター･アデプト 3） 
秩序にして中立 人型生物  ・CAr p42 

８ 
フェンルン･エルレンデル、エフィジー･マスターの例 

（男性のノームの幻術士 7/エフィジー･マスター1） 
秩序にして中立 人型生物  ・CAr p34 

９ 
ヴォルタ･ネハラム、アコライト･オヴ･ザ･スキンの例 
（男性の人間のウォーロック 6/アコライト･オヴ･ザ･スキン 3） 

混沌にして悪 人型生物  ・CAr p22 

１０ 
カル･ブランドリック、マインドベンダーの例 

（男性のハーフリングのソーサラー6/マインドベンダー4） 
真なる中立 人型生物  ・CAr p61 

１０ 
キエヴェラ･ルエルテン、エレメンタル･サヴァーントの例 
（女性のエルフのウォーメイジ 6/エレメンタル･サヴァーント 4） 

混沌にして善 人型生物  ・CAr p37 

１０ 
トゥリアル･エデモント、メイジ･オヴ･ジ･アーケイン･オーダーの例 
（男性の人間のウィザード 5/メイジ･オヴ･ジ･アーケイン･オーダー5） 

真なる中立 人型生物  ・CAr p66 

１０ 
トリラ･リレアー、エイリアニストの例 

（女性の人間の召喚術士 5/エイリアニスト 5） 
秩序にして中立 人型生物  ・CAr p32 

 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

１０ 
ラアディ･ウェスキル、フェイトスピナーの例 
（男性の人間のソーサラー8/フェイトスピナー2） 

真なる中立 人型生物  ・CAr p54 

      

１１ 

イアリョ･フェルンダ、 

イニシエイト･オヴ･ザ･セヴンフィールド･ヴェイルの例 
（女性の人間の防御術士 9/ 

イニシエイト･オヴ･ザ･セヴンフィールド･ヴェイル 2） 

真なる中立 人型生物  ・CAr p26 

１１ 
カヒロ･シェーブレル、スエル･アルカナマクの例 

（男性の人間のファイター7/スエル･アルカナマク 4） 
真なる中立 人型生物  ・CAr p53 

１１ 
フィラス･ラメアン、ジオメターの例 

（男性のハーフエルフの防御術士 6/ジオメター5） 
秩序にして中立 人型生物  ・CAr p50 

１１ 
メックキヒェール･サアドレン、マスター･トランスグリモフィストの例 

（男性の人間のソーサラー8/マスター･トランスグリモフィスト 3） 
混沌にして中立 人型生物  ・CAr p64 

１１ 
レヴィナ･キャローディン、ワイルド･メイジの例 

（女性のハーフエルフのソーサラー5/ワイルド･メイジ 6） 
混沌にして中立 人型生物  ・CAr p70 

１２ 
エルベラ･アンヴィルハート、ウェイフェアラー･ガイドの例 

（女性のドワーフの召喚術士 9/ウェイフェアラー･ガイド 3） 
秩序にして中立 人型生物  ・CAr p28 

１２ 
シルヴェス･アグレイマル、アルジェント･サヴァーントの例 
（女性のエルフのソーサラー10/アルジェント･サヴァーント 2） 

真なる中立 人型生物  ・CAr p20 

１２ 
マラリー･ダスクウッド、シーカー･オヴ･ザ･ソングの例 
（女性のハーフエルフのバード 10/シーカーオヴ･ザ･ソング 2） 

真なる中立 人型生物  ・CAr p48 

１２ 
“笑い声の歌”フェーリャン･スコラス、サブライム･コードの例 
（女性のノームのバード 10/サブライム･コード 2） 

真なる中立 人型生物  ・CAr p44 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

２ エレメンタル･グルー （いずれか） 常に中立にして悪 エレメンタル  ・CAr p155 
      

４ 
スペルスティッチト･ガスト、スペルスティッチトの例 
（ガストのスペルスティッチト･クリーチャー） 

常に混沌にして悪 アンデッド  ・CAr p161 

      

６ 
ダイア･ライオン･エフィジー、エフィジーの例 
（ダイア･ライオンのエフィジー･クリーチャー） 

常に真なる中立 人造  ・CAr p152 

      

１７ エレメンタル･モノリス （いずれか） 常に真なる中立 エレメンタル  ・CAr p156 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

＋１ 

エフィジー･クリーチャー･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：実体を持つ異形，巨人，人怪，動物，人型 
生物，魔獣，蟲，竜） 

常に真なる中立に変化 
人造に 

変化 
 ・CAr p152 

＋１ 
スペルスティッチト･クリーチャー･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：【判断力】10 以上の実体を持つアンデッド） 

変化なし 変化なし 
 ・MM p192， 

CAr p162 

HD により 

変化 

スードゥナチュラル種テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：実体を持つクリーチャー） 

変化なし 
来訪者に 

に変化 

 ・MotP p212， 

CAr p160 

 

※ 巻末にテンプレートを除く脅威度順一覧表がありますが、他の大全シリーズとの統一のため、省略せずに記載しました。 

 

―脅威度順一覧表― ［Sh］ （３.５ｅ） （ 『シャーン：塔の街』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

1/2 
警護団の兵卒の例 
（人間のウォリアー1） 

基本は真なる中立 人型生物  ・Sh p134 

1/2 
人間の辻強盗の例 
（人間のウォリアー1） 

基本は真なる中立 人型生物  ・Sh p149 

１ 
防衛軍守備隊の精鋭の例 
（ハーフオークのウォリアー2） 

基本は秩序にして悪 人型生物  ・Sh p141 

１ 
警護団の精鋭の例 
（人間のウォリアー2） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・Sh p134 

３ 
警護団の兵卒長の例 
（ドワーフのファイター3） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・Sh p134 

３ 
シタデルのエージェントの例 
（人間のエキスパート 2/ローグ 2） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・Sh p136 

３ 
防衛軍守備隊の隊長の例 
（人間のファイター3） 

基本は秩序にして悪 人型生物  ・Sh p141 

３ 
ボロマールのスリの例 
（ハーフリングのローグ 3） 

基本は真なる中立 人型生物  ・Sh p152 

４ 
カーグ、知的なオーガ 
（男性のオーガのエキスパート 2） 

真なる中立 巨人  ・Sh p120 

５ 
警護団の隊長の例 
（人間のファイター5） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・Sh p134 

５ 
NPC の 5 レベル･アーティフィサーの例 
（ウォーフォージドのアーティフィサー5） 

基本は真なる中立 人造  ・Sh p171 

５ 
キーステン･マークァン、貸間屋の経営者 
（男性のドワーフのエキスパート 3/ローグ 3） 

中立にして悪 人型生物  ・Sh p48 

５ 
ケシュタ、ダースクの作戦遂行員 
（男性のノールのレンジャー4） 

秩序にして悪 人型生物  ・Sh p149 

５ 
ダーラ･アランド、学者 
（女性の人間のエキスパート 4/ローグ 2） 

秩序にして悪 人型生物  ・Sh p72 

      

８ 
レッドクロークのアデプトの例 
（エルフのアデプト 9） 

基本は真なる中立 人型生物  ・Sh p140 

８ 
レッドクロークの対抗魔道師の例 
（ドワーフのメイジライト 8/ファイター1） 

基本は真なる中立 人型生物  ・Sh p140 

８ 
レッドクロークの兵士の例 1 
（人間のウォリアー7/ファイター2） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・Sh p139 

８ 
レッドクロークの兵士の例 2 
（ハーフオークのウォリアー7/バーバリアン 2） 

基本は真なる中立 人型生物  ・Sh p139 

８ 
ジェセル･ダラーズ、女卿 
（女性の人間のモンク 6 のヴァンパイア） 

秩序にして悪 アンデッド  ・Sh p87 

８ 
ダーカ、コミュニティの精神的支え 
（女性のノームのエキスパート 6 のセイント） 

秩序にして善 来訪者  ・Sh p81 

９ 
リュート、ドゥラ中層の市会議員 
（男性のシフターのドルイド 6/シャーン･スカイメイジ 3） 

真なる中立 人型生物  ・Sh p108 



Dungeons&Dragons® Table 
脅威度 人物名 属性 種別  参照 

１０ 
タリア･ド＝カニス、カニス氏族の重要な人物 
（女性の人間のアーティフィサー10） 

真なる中立 人型生物  ・Sh p111 

１０? 
フレイムウィンド、モルグレイヴ大学の予言者 
（女性のユニークな 12HD のギュノスフィンクス） 

不明 魔獣  ・Sh p68 

      

１１ 
“大導師”イサーナ･モール、堕落した聖職者 
（女性の人間のクレリック 11） 

秩序にして悪 人型生物  ・Sh p44 

１１ 
カヴァラー、ダースクのシャーン支部のリーダー 
（女性のオーガ･メイジのローグ 3） 

秩序にして悪 巨人  ・Sh p148 

１２ 
サー･バラナク･タイソン、シタデルの騎士長 
（人間の男性のファイター7/シタデル･エリート 5） 

秩序にして中立 人型生物  ・Sh p136 

１２ 
メニア･ド＝カニス、ダークウッド･ウォッチ分隊のリーダー 
（女性の人間のアーティフィサー9/カニス･ワンド･アデプト 3） 

真なる中立 人型生物 
 ・Sh p111 

 

１２ 
マドラ･シル･サリン、トラストの暗殺者 
（女性のノームのローグ 7/アサシン 5） 

秩序にして悪 人型生物  ・Sh p119 

１３ 
メイラ、レッドクローク副官 
（女性のシフターのウォリアー8/レンジャー6） 

真なる中立 人型生物  ・Sh p138 

１５ 
NPC の 15 レベル･アーティフィサーの例 
（ウォーフォージドのアーティフィサー15） 

基本は真なる中立 人造  ・Sh p171 

      

１６ 
ギャス、ギャス聖廟の建立者 
（男性の人間のクレリック 14 のリッチ） 

中立にして悪 アンデッド  ・Sh p103 

１７ 
“血の祭司”ラン･ハザル、ハザル家の当主 
（男性の人間のアデプト 18） 

秩序にして中立 人型生物  ・Sh p90 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

１ スパイアトップ･ドラゴン 通常は秩序にして善 竜  ・Sh p176 

２ ローチ･スロール 通常は中立にして善 異形  ・Sh p183 
      

６ スウォーム、フェラル･スピリット 常に中立にして悪 アンデッド  ・Sh p177 

６ スウォーム、ランシッド･ビートル･スウォーム 常に真なる中立 蟲  ・Sh p179 

６ ランシッド･ビートル･ゾンビ 常に真なる中立 アンデッド  ・Sh p180 

９ フォージレイス 常に混沌にして悪 アンデッド  ・Sh p178 
      

１１ レイディアント･アイドル 通常は秩序にして悪 来訪者  ・Sh p181 

 

※フレイムウィンドの正確な脅威度は不明だが、MM p294 からこの程度であると思われる。 
 

※ このサプリメントには、上級クラスの NPC の例の記載がない（カニス・ワンド・アデプト～シャーン・スカイメイジ）。 

 

―脅威度順一覧表― ［RoD］ （３.５ｅ） （ 『宿命の種族』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

１ 
人間の官僚の例 
（人間のアリストクラート 2） 

基本は真なる中立 人型生物  ・RoD p179 

１ 
人間の山賊の例 
（人間のウォリアー2） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・RoD p179 

１ 
人間の農民の例 
（人間のコモナー2） 

基本は中立にして善 人型生物  ・RoD p179 

２ 
人間の狩人の例 
（人間のウォリアー3） 

基本は真なる中立 人型生物  ・RoD p180 

２ 
人間の都市警備隊の例 
（人間のウォリアー3） 

基本は真なる中立 人型生物  ・RoD p180 

２ 
ハーフオークのごろつきの例 
（ハーフオークのローグ 1/ファイター1） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・RoD p186 

２ 
ブラッドウィング･ザオレイ、鎖結社の防衛部局の訓練生 
（女性のイルーミアンのバード 1/ファイター1） 

中立にして善 人型生物  ・RoD p86 

３ 
人間の商人の例 
（人間のエキスパート 4） 

基本は中立にして善 人型生物  ・RoD p180 

３ 
ハーフエルフの悪漢の例 
（ハーフエルフのローグ 3） 

基本は混沌にして中立 人型生物  ・RoD p183 

４ 
イルーミアンの結社警備兵の例 
（イルーミアンのレンジャー2/ファイター2） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・RoD p188 

４ 
人間の兵士の例 
（人間のウォリアー5） 

基本は真なる中立 人型生物  ・RoD p180 

５ 
人間の名人鍛冶の例 
（人間のエキスパート 6） 

基本は中立にして善 人型生物  ・RoD p180 

５ 
ハーフエルフの追い剥ぎの例 
（ハーフエルフのレンジャー5） 

基本は真なる中立 人型生物  ・RoD p183 

５ 
ハーフオークの野育ちの例 
（ハーフオークのドルイド 5） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・RoD p186 

      

６ 
イルーミアンのスパイの例 
（イルーミアンのローグ 5/ソーサラー1） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・RoD p189 

６ 
ジョナタ･クインベル、カメレオンの例 
（女性の人間のローグ 5/カメレオン 1） 

真なる中立 人型生物  ・RoD p125 

７ 
人間の司祭の例 
（人間のクレリック 7） 

基本は秩序にして善 人型生物  ・RoD p181 

７ 
ハーフオークの狂戦士の例 
（ハーフオークのバーバリアン 7） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・RoD p187 

７ 
クイン、スカー･エンフォーサーの例 
（男性のハーフエルフのバード 5/スカー･エンフォーサー2） 

中立にして悪 人型生物  ・RoD p135 

７ 
シャドウ･センチネル警備兵、シャドウ･センチネルの例 
（イルーミアンのファイター5/シャドウ･センチネル 2） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・RoD p130 

７ 
グラサック、アウトキャスト･チャンピオンの例 
（男性のハーフオークのバーバリアン 5/アウトキャスト･チャンピオン 2） 

混沌にして中立 人型生物  ・RoD p120 

８ 
人間の指揮官の例 
（人間のファイター8） 

基本は真なる中立 人型生物  ・RoD p181 

８ 
タイラー･サンド、カメレオンの例 
（男性の人間のクレリック 5/カメレオン 3） 

混沌にして中立 人型生物  ・RoD p126 

８ 
ニューサン･ララウフ、ローアデルヴァーの例 
（男性のイルーミアンのローグ 1/変成術士 6/ローアデルヴァー1） 

秩序にして善 人型生物  ・RoD p144 

 
脅威度 人物名 属性 種別  参照 

９ 
イルーミアンのローアマスターの例 
（イルーミアンの占術士 7/ローアマスター2） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・RoD p190 

９ 
ハーフエルフの外交官の例 
（ハーフエルフのバード 6/クレリック 3） 

基本は混沌にして善 人型生物  ・RoD p184 

９ 
ハーフエルフの吟遊詩人の例 
（ハーフエルフのバード 9） 

基本は混沌にして善 人型生物  ・RoD p184 

９ 
ハーフオークの怒りの拳の例 
（ハーフオークのモンク 9） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・RoD p187 

９ 
ウォルヴァー、アーバン･ソウルの例 
（女性の人間のローグ 7/アーバン･ソウル 2） 

中立にして悪 人型生物  ・RoD p115 

９ 
ブラッドウィング･サレック、鎖結社の防衛副部局長 
（男性のイルーミアンのレンジャー5/ファイター4） 

中立にして善 人型生物  ・RoD p87 

１０ 
イルーミアンの戦闘ソーサラーの例 
（イルーミアンのソーサラー10） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・RoD p191 

１０ 
ウォガー、メナシング･ブルートの例 
（男性のハーフオークのローグ 1/ファイター5/メナシング･ブルート 4） 

秩序にして悪 人型生物  ・RoD p140 

      

１１ 
ブラッドウィング･ムラオ、鎖結社の判事 
（男性のイルーミアンのパラディン 2/クレリック 9） 

秩序にして善 人型生物  ・RoD p85 

１２ 
シャドウ･センチネル士官、シャドウ･センチネルの例 
（イルーミアンのファイター5/シャドウ･センチネル 7） 

基本は秩序にして中立 人型生物  ・RoD p130 

１２ 

エリシンデル、アウトキャスト･チャンピオンの例 
（男性のハーフエルフのアリストクラート 1/ファイター7/ 

アウトキャスト･チャンピオン 5） 
真なる中立 人型生物  ・RoD p120 

１２ 
ブラッドウィング･ケリー、鎖結社のサンバートン監視部局長 
（女性のイルーミアンのローグ 12） 

混沌にして中立 人型生物  ・RoD p84 

１３ 
人間の宮廷ウィザードの例 
（人間のウィザード 13） 

基本は真なる中立 人型生物  ・RoD p181 

１３ 
ハーフエルフの炎学者の例 
（ハーフエルフのソーサラー13） 

基本は混沌にして中立 人型生物  ・RoD p185 

１３ 
ハーフオークの群集扇動者の例 
（ハーフオークのバーバリアン 7/ファイター6） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・RoD p188 

１３ 
ブラッドウィング･ガルソー、鎖結社の黒卓の報道官 
（男性のイルーミアンのローグ 5/クレリック 8） 

秩序にして善 人型生物  ・RoD p83 

１４ 
人間の貴族の例 
（人間のアリストクラート 6/ファイター9） 

基本は秩序にして善 人型生物  ・RoD p182 

１４ 
ヴァクラ、スカー･エンフォーサーの例 
（男性のハーフエルフのレンジャー6/ローグ 1/スカー･エンフォーサー7） 

中立にして悪 人型生物  ・RoD p136 

      

１６ 
ストームウィンド･ヴァオラ、ローアデルヴァーの例 
（女性のイルーミアンのローグ 3/占術士 5/ローアデルヴァー8） 

真なる中立 人型生物  ・RoD p145 

１７ 
ブラッドウィング･ラセック、鎖結社の黒卓の最年長者 
（男性のイルーミアンのソーサラー12/バード 5） 

真なる中立 人型生物  ・RoD p83 

１７ 
ペアシアン、アーバン･ソウルの例 
（男性の人間のバード 7/アーバン･ソウル 10） 

中立にして善 人型生物  ・RoD p116 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/2? 人間、アンダーフォークの 1 レベル･ウォリアー おそらくしばしば 

秩序にして善 
人型生物  ・RoD o94 

1/2 人間、イルーミアンの 1 レベル･ウォリアー おそらくしばしば 

秩序にして中立 
人型生物  ・RoD o53 

1/2? 人間、シー･キンの 1 レベル･ウォリアー おそらくしばしば 

中立にして善 
人型生物  ・RoD o96 

1/2? 人間、シャラキムの 1 レベル･ウォリアー おそらくしばしば 

秩序にして善 
人型生物  ・RoD o100 

1/2? 人間、マングラルフォークの 1 レベル･ウォリアー おそらくしばしば 

混沌にして中立 
人型生物  ・RoD o109 

1/2 プレインタッチト、アアシマールの 1 レベル･ウォリアー 通常はいずれかの善 来訪者  ・MM p222 

1/2 プレインタッチト、ティーフリングの 1 レベル･ウォリアー 通常はいずれかの悪 来訪者  ・MM p223 

１? オーガ、ハーフオーガの 1 レベル･ウォリアー おそらくしばしば 

混沌にして中立 
人型生物  ・RoD o107 

２? 人間、スカルク おそらくしばしば 

混沌にして悪 
人型生物  ・RoD o100 

３ ドッペルゲンガー 通常は真なる中立 人怪  ・MM p177 

 

※ アンダーフォーク、シー・キン、シャラキム、ハーフオーガ、マングラルフォークのＮＰＣは、脅威度が基本クラス±０か＋１（また

はそれ以上）なのかが正確には不明。なお、種族 HD なしで LA±0 ならば脅威度±0 でほぼ確定だと思われるが、LA＋1 以上

だと脅威度が上昇する可能性がある（参考として、アアシマールは LA＋1 で脅威度±0、ドゥエルガルは LA＋1 で脅威度＋1、ド

ラウは LA＋2 で脅威度＋1、スヴァーフネブリンは LA＋3 で脅威度＋1 と一定しない）。また、スカルクは正確な脅威度が不明。 

 
―脅威度順一覧表― ［CAd］ （３.５ｅ） （ 『冒険者大全』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

３ 
アリソン･アデア、ナイトソング･ギルドのメンバーの例 

（女性のハーフリングのローグ 1/ファイター2） 
中立にして悪 人型生物  ・CAr p176 

３ 
ガブリエル･シルヴァーブラウ、照邪騎士団のメンバーの例 

（男性の人間のローグ 1/パラディン 2） 
秩序にして善 人型生物  ・CAr p168 

３ 
ガレット･グリーンバレル、語り部連盟のメンバーの例 

（男性のハーフリングのバード 3） 
混沌にして善 人型生物  ・CAr p164 

３ 

サラフィナ･ソーンゲイジ、 

ダガースペル･ガーディアンズのメンバーの例 

（女性のハーフリングのドルイド 3） 

中立にして善 人型生物  ・CAr p170 

３ 
フィドラン、ブラックロック伝承探求会のメンバーの例 

（男性の人間のローグ 3） 
真なる中立 人型生物  ・CAr p180 

３ 
リー･ファン、竜ノ刃一族のメンバーの例 

（男性の人間のニンジャ 3） 
真なる中立 人型生物  ・CAr p172 

３ 
“健脚の”スキルナ、“ブーツと旅路教会”のメンバーの例 

（女性のノームのスカウト 4） 
混沌にして善 人型生物  ・CAr p178 

４ 
シャウナ･エドウィト、いと高き王のメンバーの例 

（女性のハーフエルフのローグ 4） 
秩序にして中立 人型生物  ・CAr p58 

５ 
“赤弓の”シャーラ、ブラッドハウンズのメンバーの例 

（女性のハーフエルフのレンジャー5） 
中立にして善 人型生物  ・CAr p182 
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脅威度 人物名 属性 種別  参照 

５ 
ドィエサ･ウンガウト、グレイホーント探偵社のメンバーの例 

（女性のドワーフのローグ 5） 
秩序にして中立 人型生物  ・CAr p165 

５ 
パイラス、伝承蒐集学会のメンバーの例 

（男性のエルフの占術士 5） 
真なる中立 人型生物  ・CAr p174 

      

７ 
“卑しい街を行く”リーナ、ビーストマスターの例 
（男性の人間のレンジャー5/ビーストマスター2） 

中立にして善 人型生物  ・CAd p79 

７ 
ガラテア、マスター･オヴ･メニィ･フォームズの例 
（女性のエルフのドルイド 5/マスター･オヴ･メニィ･フォームズ 2） 

混沌にして中立 人型生物  ・CAd p91 

７ 
ピンカー･パッヒン、マエスターの例 
（男性のノームのウィザード 5/マエスター2） 

秩序にして中立 人型生物  ・CAd p89 

８ 
ウルファー、ブラッドハウンドの例 
（男性のハーフオークのスカウト 4/ファイター1/ブラッドハウンド 3） 

真なる中立 人型生物  ・CAd p87 

８ 
カルヴァ、シャドウベイン･インクィジターの例 
（男性の人間のローグ 2/パラディン 4/シャドウベイン･インクィジター2） 

秩序にして善 人型生物  ・CAd p44 

８ 
ギルファル、スパイマスターの例 
（ジョセイのハーフエルフのローグ 5/スパイマスター3） 

真なる中立 人型生物  ・CAd p55 

８ 
コザク、アニマル･ロードの例 
（男性のハーフオークのドルイド 5/エイプのアニマル･ロード 3） 

混沌にして中立 人型生物  ・CAd p25 

８ 
ファーシ、シャドウベイン･ストーカーの例 
（女性の人間のローグ 3/クレリック 2/シャドウベイン･ストーカー3） 

秩序にして善 人型生物  ・CAd p48 

９ 
“赤の”バーシュ･メリーウェザー、ストリートファイターの例 
（男性のハーフリングのファイター3/ローグ 3/ストリートファイター3） 

混沌にして中立 人型生物  ・CAd p52 

９ 
“大馬鹿船長”ダニエル･サイモン、ドレッド･パイレートの例 
（男性の人間のバード 3/ファイター2/名誉あるドレッド･パイレート 4） 

混沌にして善 人型生物  ・CAd p70 

９ 

“暗闇の狩人”イージェス･コーリージレーナ、 

ハイランド･ストーカーの例 
（女性のゴライアスのレンジャー5/ハイランド･ストーカー3） 

混沌にして中立 人怪  ・CAd p77 

９ 
ジョラン･ヴァスク、ワイルド･プレインズ･アウトライダーの例 

（男性の人間のレンジャー6/ワイルド･プレインズ･アウトライダー3） 
中立にして善 人型生物  ・CAd p94 

９ 
ダイアナ、シーフアクロバットの例 
（女性のハーフリングのローグ 5/シーフアクロバット 4） 

真なる中立 人型生物  ・CAd p41 

９ 
チェン･イー、ゴーストフェイスト･キラーの例 
（男性の人間のローグ 2/ファイター4/ゴーストフェイスト･キラー3） 

中立にして悪 人型生物  ・CAd p39 

９ 
ドウォティア･キーンアックス、テンペストの例 
（女性のドワーフのファイター6/テンペスト 3） 

混沌にして善 人型生物  ・CAd p67 

１０ 
オヴィルフ･フォリグリル、オラムの例 
（女性のドワーフのクレリック 7/オラム 3） 

秩序にして善 人型生物  ・CAd p36 

１０ 
カースタ･ロングフィスト、ナイトソング･エンフォーサーの例 
（女性のハーフオークのモンク 7/ナイトソング･エンフォーサー3） 

秩序にして中立 人型生物  ・CAd p75 

１０ 
“暗闇の狩人”モルズル、ダンジョン･デルヴァーの例 
（男性のドワーフのローグ 7/ダンジョン･デルヴァー3） 

中立にして善 人型生物  ・CAd p65 

１０ 
サーディ･アカンサス、ダガースペル･シェイパーの例 
（女性の人間のドルイド 5/ローグ 1/ダガースペル･シェイパー4） 

混沌にして中立 人型生物  ・CAd p57 

１０ 
“フルートの名演奏家”テヴァルド･モルダニ、ヴァーチュオーソの例 
（男性のノームのバード 7/ヴァーチュオーソ 3） 

混沌にして善 人型生物  ・CAd p28 

１０ 
ミスク、シャドウマインドの例 
（女性の人間のローグ 1/サイオン（シーア）6/シャドウマインド 3） 

真なる中立 人型生物  ・CAd p50 

１０ 
ラエリア･ヤエシン、ナイトソング･インフィルトレイターの例 
（女性のエルフのローグ 7/ナイトソング･インフィルトレイター3） 

秩序にして中立 人型生物  ・CAd p73 

１０ 
“夜の追跡者”ビアズリー･ビガンズ、ヴィジランテの例 
（男性のハーフリングのローグ 3/ファイター2/ヴィジランテ 5） 

秩序にして中立 人型生物  ・CAd p32 

      

１２ 

ティネア･ネイリス、フォクルーカン･ライアリストの例 
（女性のハーフエルフのローグ 2/バード 4/ドルイド 4/ 

フォクルーカン･ライアリスト 2） 
中立にして善 人型生物  ・CAd p83 

１４ 
ヴァダマール･リルー、ダガースペル･メイジの例 
（男性のエルフのウィザード 5/ローグ 2/ダガースペル･メイジ 7） 

中立にして善 人型生物  ・CAd p61 

１４ 
ブリータ･オーストラウ、エグザンプラーの例 
（女性のノームのバード 10/エグザンプラー4） 

混沌にして善 人型生物  ・CAd p34 

 
―脅威度順一覧表― ［ESce-3］ （３.５ｅ） （ 『翡翠の鉤爪』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC は割愛しました。） ― ―  ― 

 

―脅威度順一覧表― ［RotW］ （３.５ｅ） （ 『自然の種族』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

１ 
ラプトランの若き修行者の例 
（ラプトランのバーバリアン 1） 

基本は混沌にして善 人型生物  ・RotW p184 

２ 
キャットフォークの斥候の例 
（キャットフォークのレンジャー1） 

基本は混沌にして善 人型生物  ・RotW p94 

２ 
キローレンの旅人の例 
（キローレンのレンジャー1/ローグ 1） 

基本は真なる中立 フェイ  ・RotW p98 

３ 
エルフの司祭の例 
（エルフのクレリック 3） 

基本は混沌にして善 人型生物  ・RotW p181 

３? 
ノールのバーバリアンの例 
（ノールのバーバリアン 2） 

基本は混沌にして中立 人型生物  ・RotW p105 

５ 
エルフの精鋭兵の例 
（エルフのファイター2/ウィザード 3） 

基本は中立にして善 人型生物  ・RotW p181 

５ 
ハーフリングの商人の例 
（ハーフリングのローグ 3/ファイター2） 

基本は秩序にして善 人型生物  ・RotW p182 

５ 
ラプトランの哨兵の例 
（ラプトランのレンジャー5） 

基本は混沌にして善 人型生物  ・RotW p183 

５ 
ストームタロンの新兵、ストームタロンの例 
（ラプトランのバーバリアン 5/ストームタロン 1） 

基本は混沌にして中立 人型生物  ・RotW p126 

      

６? 
ケンタウロスの狩猟者の例 
（ケンタウロスのバーバリアン 3） 

基本は混沌にして善 人怪  ・RotW p101 

 
脅威度 人物名 属性 種別  参照 

６ 
ハーフリングの語り部の例 
（ハーフリングのバード 6） 

基本は真なる中立 人型生物  ・RotW p183 

８ 
エリスト･ニシアン、太陽の代弁者 
（男性のラプトランのバード 8） 

真なる中立 人型生物  ・RotW p87 

８ 
ジャントリル･セストリイン、スカイプレッジドの例 
（女性のラプトランのドルイド 7/スカイプレッジド 1） 

真なる中立 人型生物  ・RotW p122 

８ 
デレンブリル･ヴィンタジル、リフィンティの群れの蓄えの長 
（女性のラプトランのローグ 2/クレリック 6） 

中立にして善 人型生物  ・RotW p85 

９ 
エルフの歴史学者の例 
（エルフのウィザード 7/ローアマスター2） 

基本は秩序にして善 人型生物  ・RotW p181 

９ 
ハーフリングの忍びの者の例 
（ハーフリングのローグ 9） 

基本は混沌にして中立 人型生物  ・RotW p182 

９ 
クルヤ･ヴァシュカラス、ラックスティーラーの例 
（男性のハーフリングのソーサラー6/ラックスティーラー3） 

混沌にして中立 人型生物  ・RotW p134 

９ 
“風になびく髪の”アニイ、ワイルドランナーの例 
（男性のハーフエルフのレンジャー6/ワイルドランナー3） 

混沌にして善 人型生物  ・RotW p143 

９ 
ヘネスク･フィンリスト、リフィンティの群れの医薬の長 
（男性のラプトランのクレリック 9） 

混沌にして善 人型生物  ・RotW p83 

１０ 
ゲレン･イーストウィンド、ウィスパーナイフの例 
（男性のハーフリングのローグ 2/ファイター4/ウィスパーナイフ 4） 

混沌にして中立 人型生物  ・RotW p118 

１０ 
ジョードゥル･テル･ハラク、ルアサーの例 
（男性の人間のファイター1/ソーサラー6/スペルソード 1/ルアサー2） 

混沌にして善 人型生物  ・RotW p138 

１０ 
チャニル･アキイリン、リフィンティの群れの戦の長 
（男性のラプトランのレンジャー10） 

中立にして善 人型生物  ・RotW p84 

１０ 
ミイシ･ザンティロ、リフィンティの群れの狩りの長 
（男性のラプトランのレンジャー8/ソーサラー2） 

混沌にして善 人型生物  ・RotW p86 

      

１１ 
エドレック、アーケイン･ハイエロファントの例 
（男性のエルフのドルイド 4/ウィザード 3/アーケイン･ハイエロファント 4） 

中立にして悪 人型生物  ・RotW p112 

１２ 
ジェンリサ･イルティンジャー、リフィンティの群れの長 
（女性のラプトランのドルイド 12） 

中立にして善 人型生物  ・RotW p82 

１３ 

アリッサラ･ベロサール、チャンピオン･オヴ･コアロン･ラレシアンの例 
（女性のエルフのローグ 1/ファイター7/ 

チャンピオン･オヴ･コアロン･ラレシアン 5） 
混沌にして善 人型生物  ・RotW p130 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/2 キローレンの 1 レベル･ウォリアー おそらくしばしば 

真なる中立 
フェイ  ・RotW p98 

1/2 動物、コーデヴォク 常に真なる中立 動物  ・RotW p187 

1/2 ラプトランの 1 レベル･ウォリアー おそらくしばしば 

混沌にして善 
人型生物  ・RotW p68 

１ エルヴン･ハウンド 常に真なる中立 魔獣  ・RotW p186 

１ キャットフォークの 1 レベル･ウォリアー おそらくしばしば 

真なる中立 
人型生物  ・RotW p93 

１ 動物、ブリクシャシャルティ 常に真なる中立 動物  ・RotW p189 

１ ノール 通常は混沌にして悪 人型生物  ・MM p195 

２ ダイア･アニマル、ダイア･ホーク 常に真なる中立 動物  ・RotW p188 

３ ケンタウロス 通常は中立にして善 人怪  ・MM p71 
      

７ 
強大化した大型エア･エレメンタル 
（15HD の大型エア･エレメンタル） 

通常は真なる中立 エレメンタル  ・RotW p123 

 

※ 巻末に脅威度順一覧表がありますが、他の種族シリーズとの統一のため、省略せずに記載しました。 

 
―脅威度順一覧表― ［FN］ （３.５ｅ） （ 『五つ国：ファイヴ・ネイションズ』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

1/2 
ハイディス･イル＝ワイナーン、カイウスⅢ世の妹 
（女性の人間のアリストクラート 1） 

混沌にして善 人型生物  ・FN p59 

３ 
ジャエラ･ダラン、“炎の護り手”（大聖堂以外での） 
（女性の人間のクレリック 3） 

秩序にして善 人型生物  ・FN p138 

３ 
ディアーニ･イル＝ワイナーン女王、スレインの世襲摂政 
（女性の人間のアリストクラート 4） 

中立にして善 人型生物  ・FN p140 

５? 
コー･イル＝ワイナーン、ブラネル王の弟 
（男性の人間のアリストクラート 3/ファイター3） 

中立にして善 人型生物  ・FN p58 

      

７ 
アーララ女王、アンデールの女王 
（女性の人間のアリストクラート８） 

中立にして善 人型生物  ・FN p21 

８? 

ミラサンドラ･イル＝ヴァール、サイアリ･アヴェンジャーの例 
（女性のハーフエルフのアリストクラート 4/レンジャー2/ 
サイアリ･アヴェンジャー3） 

混沌にして善 人型生物  ・FN p90 

８ 
キーヴァン･イル＝タラー、シルヴァー･パイロマンサーの例 
（男性の人間のウィザード 5/クレリック 1/シルヴァー･パイロマンサー2） 

秩序にして善 人型生物  ・FN p154 

８ 
スリー、護王官 
（男性人格のウォーフォージドのファイター3/パラディン 5） 

秩序にして善 人造  ・FN p58 

８ 
ドザーロ･シルヴァーヴェイン、女王の身辺警護係 
（男性のドワーフのファイター8） 

中立にして善 人型生物  ・FN p140 

８ 
マリク･オセロ、スレイン騎士団の隊長 
（男性の人間のパラディン 8） 

秩序にして善 人型生物  ・FN p141 

１０ 
アロン“鋭き剣”フェイン、ダーク･ランタンの例 
（男性の人間のローグ 2/ファイター4/ダーク･ランタン 4） 

秩序にして善 人型生物  ・FN p73 

１０ 
バーラ･メルニュー中尉、ナイト･ファントムの例 
（女性の人間のファイター1/ウィザード 5/ナイト･ファントム 5） 

中立にして善 人型生物  ・FN p43 

１０ 
マドックス･カミナール、ボーン･ナイトの例 
（男性の人間の元パラディン 4/ボーン･ナイト 6） 

秩序にして中立 人型生物  ・FN p121 

１０ 
ジュリアン･イル＝ワイナーン王子、アーララ女王の次男 
（男性の人間のローグ 5/ファイター4） 

混沌にして善 人型生物  ・FN p22 

１０ 
ブラネル･イル＝ワイナーン王、ブレランドの王 
（男性の人間のアリストクラート 3/ファイター8） 

混沌にして善 人型生物  ・FN p57 
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脅威度 人物名 属性 種別  参照 

      

１１ 
マルガナ･コレルイユ、秘術評議会のメンバー 
（女性の人間のウィザード 11） 

真なる中立 人型生物  ・FN p23 

１２ 
クローゼン、高位枢機卿 
（男性の人間のクレリック 12） 

秩序にして悪 人型生物  ・FN p142 

１２ 
マレヴァノール、ヴォルの高僧 
（男性のミイラのクレリック 8） 

秩序にして悪 アンデッド  ・FN p106 

１４ 
スカラヴォージェン、“炎の護り手”の守護者 
（唯一無二のクリーチャー･ドラゴンハウンド） 

秩序にして善 魔獣  ・FN p139 

１４? 

ロード･オヴ･ブレード、謎の人物 
（男性人格のウォーフォージドのファイター4/アーティフィサー5/ 
ウォーフォージド･ジャガーノート 5） 

秩序にして悪 人造  ・FN p84 

      

１６ 

カイウスⅢ世、カルナスの王 
（男性の人間のアリストクラート 2/ファイター11 のヴァンパイア、 
通常よりも良いアイテムによって脅威度が上昇） 

秩序にして悪? アンデッド  ・FN p104 

１８ 
ジャエラ･ダラン、“炎の護り手”（大聖堂内での） 
（女性の人間のクレリック 18） 

秩序にして善 人型生物  ・FN p138 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

３ ガーゴイル、ウィングウィルド 常に秩序にして善 人怪  ・FN p155 

３ モーナー 常に真なる中立 アンデッド  ・FN p92 

４ 
マッドボーンの例 
（ハーフエルフのレンジャー3 のマッドボーン） 

常に真なる中立 人型生物  ・FN p124 

４ メイジブラッド･アニマル、メイジブラッド･ゴースト･タイガー 常に真なる中立 動物  ・FN p75 

４ メイジブラッド･アニマル、メイジブラッド･ブラウン･ベア 常に真なる中立 動物  ・FN p74 
      

６ ドラゴンホーク 常に真なる中立 動物  ・FN p44 

８ シルヴァーアイ･マローダー 常に真なる中立 人造  ・FN p157 

８ ブレイ、カルナシ･ブレイ 常に中立にして悪 魔獣  ・FN p123 

８ スティール･クラーケン おそらく常に真なる中立 人造  ・FN p91 
      

１５ 

リヴィング･スペル、シュラウド･オヴ･デス･アンド･ディスペア 
（クラッシング･ディスペア呪文とフィンガー･オヴ･デス呪文の 
リヴィング･スペル） 

おそらく常に真なる中立 粘体  ・FN p90 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

＋１ 
マッドボーン･テンプレート 
（分類：後天性テンプレート  適用：巨人、人怪、人型生物） 

常に真なる中立に変化 人型生物  ・FN p125 

 
―脅威度順一覧表― ［CoSW］ （３.５ｅ） （ 『ウォーターディープ：壮麗な都』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

１ 
都市警備隊員の例 
（人間のウォリアー2） 

さまざま 人型生物  ・CoSW p31 

１ 
都市監視隊の監視隊員の例 
（人間のエキスパート 1/ウォリアー1） 

さまざま 人型生物  ・CoSW p34 

２ 
都市監視隊の武官（軍曹）の例 
（人間のローグ 1/ファイター1） 

さまざま 人型生物  ・CoSW p33 

４ 
都市監視隊の文官（大尉）の例 
（人間のローグ 1/ファイター3） 

さまざま 人型生物  ・CoSW p33 

      

６ 
歌う手、リヴィング･スペル 
（ハンドファング呪文（未訳）とマジック･マウス呪文のリヴィング･スペル） 

中立にして悪 粘体  ・CoSW p108 

７ 
キクナ、黒井戸広場に巣食う殺人鬼 
（ミーゼルのローグ 1/アサシン 2） 

混沌にして悪 人怪  ・CoSW p107 

８ 
グリフィン騎乗隊員の例 
（人間のファイター6） 

さまざま 人型生物  ・CoSW p30 

１０ 
カディラ･アド･ヴィテンディ、サン･ソウル･モンクの例 
（女性の人間のエキスパート 2/モンク 4/サン･ソウル･モンク 5） 

秩序にして善 人型生物  ・CoSW p77 

      

１２ 
ザッバス･スール、独立エージェントの例 
（男性のエルフのローグ 3/ウィザード 5/アーケイン･トリックスター4） 

中立にして悪 人型生物  ・CoSW p65 

１４ 
キリアニ･アグリヴァー、ムーンスター･エージェントの例 
（女性のハーフドラウ（未訳）のウィザード 11/ムーンスター･エージェント 3） 

真なる中立 人型生物  ・CoSW p84 

１４ 
“残忍な”ハーシュナグ、グレイ･ハンド･エンフォーサーの例 
（男性のフロスト･ジャイアントのグレイ･ハンド･エンフォーサー5） 

混沌にして善 巨人  ・CoSW p74 

１５ 
ハガー･フラットゥイグスン族長、“青熊” 
（男性のハグスポーン（未訳）のバーバリアン 8/ベア･ウォリアー5） 

混沌にして悪 人怪  ・CoSW p59 

      

１６ 

“星降る峡谷”のゼイル、ナイト･オヴ･ザ･ブルー･ムーンの例 
（男性のアアシマールのパラディン 6/ソーサラー5/ 

ナイト･オヴ･ザ･ブルー･ムーン 5） 
秩序にして善 人型生物  ・CoSW p80 

１７ 

アローネス･オレイン、“黒蛇” 
（女性の人間のローグ 5/シャドウ･シーフ･オヴ･オームー5/アサシン 5 の 
シェイド） 

混沌にして悪 来訪者  ・CoSW p61 

１８ 
トロブリアンド、“金属の魔道師” 
（男性の人間のウィザード 12/テックスミス 5（未訳）/アークメイジ 1） 

中立にして悪 人型生物  ・CoSW p23 

１８ 
マーリル、“ドラゴン魔道師” 
（男性の人間のウィザード 17/アークメイジ 1） 

中立にして悪 人型生物  ・CoSW p29 

      

３４ 

リーラル･シルヴァーハンド、“北方の魔女王” 
（女性の人間のレンジャー7/ソーサラー4/ウィザード 19 の 
ミストラに選ばれし者） 

混沌にして善 人型生物  ・CoSW p25 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

１ ウォッチスパイダー 通常は混沌にして中立 魔獣  ・CoSW p130 

２ ウィローラ 通常は混沌にして中立 魔獣  ・CoSW p128 

２ ガードゴイル 常に真なる中立 人造  ・CoSW p131 

４ リュークロッタ 通常は混沌にして悪 魔獣  ・CoSW p135 

５ リュークロッタ、チェンジスティード･リュークロッタ 通常は混沌にして悪 魔獣  ・CoSW p136 

 
脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

５ レイス、シー･レイス 常に混沌にして悪 アンデッド  ・CoSW p136 
      

７ ドゥウェオマーヴォーア 通常は混沌にして中立 竜  ・CoSW p134 

８ スカラダー 常に真なる中立 人造  ・CoSW p133 
      

１８ ウォーキング･スタチュー･オヴ･ウォーターディープ 常に秩序にして中立 人造  ・CoSW p129 

 

※ シナリオ 『アイルヴァスター家の宝物庫』 に登場するクリーチャーは割愛しました。 

 
―脅威度順一覧表― ［SpC］ （３.５ｅ） （ 『呪文大辞典』 ) ：： 
 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/4 エリュージャン･スラッシュ 常に中立にして善 魔獣  ・SpC p285 

１ ボガン 常にいずれかの中立 人造  ・SpC p170 

２ プロテクタル 常にいずれかの善 来訪者  ・SpC p288 

４ エレメンタイト･スウォーム、アース･エレメンタイト･スウォーム  通常は真なる中立 エレメンタル  ・SpC p285 

４ 
エレメンタイト･スウォーム、 

ウォーター･エレメンタイト･スウォーム  
通常は真なる中立 エレメンタル  ・SpC p286 

４ エレメンタイト･スウォーム、エア･エレメンタイト･スウォーム  通常は真なる中立 エレメンタル  ・SpC p286 

４ 
エレメンタイト･スウォーム、 

ファイアー･エレメンタイト･スウォーム  
通常は真なる中立 エレメンタル  ・SpC p287 

      

８ パック･フィーンド  常に中立にして悪 魔獣  ・SpC p287 

 
―脅威度順一覧表― ［PGtE］ （３.５ｅ） （ 『エベロン・プレイヤーズ・ガイド』 ) ：： 
 

※ このサプリメントには、上級クラスの NPC の例の記載がない（レヴナント・ブレード、ゲートキーパー・ミスタゴーグ、ハイ・エレメン

タル・バインダー）。 

 
―脅威度順一覧表― ［RHoD］ （３.５ｅ） （ 『赤い手は滅びのしるし』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC と追加クリーチャーは割愛しました。） ― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［PH2］ （３.５ｅ） （ 『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

７ 
イェレ、ダスクブレードの例 
（男性のエルフのダスクブレード 7） 

中立にして善 人型生物  ・PH2 p11 

７ 
セイン、ドラゴン･シャーマンの例 
（男性の人間のブルー･ドラゴン･シャーマン 7） 

秩序にして中立 人型生物  ・PH2 p19 

７ 
レディ･ソラ、ナイトの例 
（女性の人間のナイト 7） 

秩序にして悪 人型生物  ・PH2 p25 

９ 
アナストリア･ナイロ、ビガイラーの例 
（女性のハーフエルフのビガイラー9） 

混沌にして中立 人型生物  ・PH2 p30 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

１ 
レッサー･ルーミナス･アサシン 
（男性の人間のローグ 1 と同等） 

常に真なる中立 人型生物  ・PH2 p132 

３ 
ルーミナス･アサシン 
（男性の人間のローグ 3 と同等） 

常に真なる中立 人型生物  ・PH2 p130 

５ 
グレーター･ルーミナス･アサシン 
（男性の人間のローグ 5 と同等） 

常に真なる中立 人型生物  ・PH2 p130 

 
脅威度 人物名 属性 種別  参照 

１９ 
ジュイブレクス、顔なき王 
（男性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p68 

２０ 
イーノグフ、ノールのプリンス 
（男性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p58 

２０ 
バフォメット、獣のプリンス 
（男性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p74 

      

２１ 
青ざめた夜、デーモンの母 
（女性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p79 

２１ 
コシチェイ、怒りのプリンス 
（男性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p64 

２１ 
ザグトモイ、菌類の貴婦人 
（女性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p65 

２１ 
フラズ･アーブル、欺きのプリンス 
（男性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p76 

２１ 
マルカンテト、サキュバスの女王 
（女性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p77 

２２ 
オボクスオブ、蟲のプリンス 
（男性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p59 

２２ 
オルクス、アンデッドのプリンス 
（男性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p61 

２２ 
グラズト、暗黒のプリンス 
（男性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p62 

２２ 
ダゴン、深みのプリンス 
（男性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p69 

２２ 
パズズ、下方空中王国のプリンス 
（男性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p72 

 
 
 



Dungeons&Dragons® Table 
―脅威度順一覧表― ［FC1］ （３.５ｅ） （ 『魔物の書Ⅰ 奈落の軍勢』 ) ：： 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

２３ 
デモゴルゴン、プリンス･オヴ･デーモンズ 
（男性のユニークなデーモン） 

混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p70 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

１ デーモン、メイン 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p47 

３ デーモン、ラターキン 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p52 

４ デーモン、エコリド 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p29 

４ デーモン、ゲクブ 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p31 

５ デーモン、バル＝ルグラ 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p42 
      

６ スウォーム、ブルードスウォーム 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p44 

７ デーモン、アルマニテ 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p28 

８ デーモン、ディビューク 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p38 

８ デーモン、ヨックロール 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p50 

９ デーモン、ブレザウ 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p46 

１０ デーモン、チャズミー 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p36 
      

１２ デーモン、リリトゥ 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p54 

１５ デーモン、ジブリエクス 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p34 

１５ デーモン、ナバッスゥ 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p40 
      

１６ デーモン、ゴリストロ 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p33 

１９ デーモン、モリデウス 常に混沌にして悪 来訪者  ・FC1 p19 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

＋２ 
憑依能力を持つフィーンド 
（分類：おそらく後天性テンプレート  適用：（悪）の副種別を持つ来訪者） 

変化なし 変化なし 

 ・BoVD p23， 

ECS p99， 

FC1 p21 
 

脅威度 罠および自然の脅威 補足 種別  参照 

２ 狂笑の嵐 ― ―  ・FC1 p112 

３ 蛇の木 ― ―  ・FC1 p113 

４ 記憶の霧 ― ―  ・FC1 p112 

５ 瘴気の雲 ― ―  ・FC1 p112 
      

７ 真空の門 ― ―  ・FC1 p112 

 

※ 本書巻末に原書版のデーモンの一覧表あり（脅威度の改定を含む）。デーモン・ロードは、『不浄なる暗黒の書』よりも脅威度

が小さいため、そちらの方が必要であるならば参照されたい。また、より脅威度が小さいデーモン・ロードのアスペクトに関しては、

英語版公式サイトの Web Enhancement 内を参照。 

 
―脅威度順一覧表― ［SoX］ （３.５ｅ） （ 『ゼンドリックの秘密』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

１ 
ドラウの歩哨の例 
（ドラウのウォリアー1） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・SoX p68 

２ 
ドラウの信徒の例 
（ドラウのアデプト 2） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・SoX p68 

３ 
低レベルの呪文使いの例 
（ハーフエルフのドルイド 3） 

基本は真なる中立 人型生物  ・SoX p55 

３ 
ドラウの狩人の例 
（ドラウのレンジャー2） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・SoX p70 

４ 
コレル、サフアグンのスパイ 
（女性のマレンティのエキスパート 1/ローグ 2） 

中立にして悪 人怪  ・SoX p65 

５ 
ドラウの襲撃兵の例 
（ドラウのレンジャー2/ファイター2） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・SoX p71 

      

６ 
中レベルのエンフォーサーの例 
（ウォーフォージドのファイター5/ウォーフォージド･ジャガーノート 1） 

基本は真なる中立 人造  ・SoX p54 

６ 
ヤク･フォークの人形使い、正体が露見した場合 
（男性のヤク･フォークのソーサラー2） 

中立にして悪 人造  ・SoX p67 

７ 
ドラウの火力担当の例 
（ドラウのソーサラー6） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・SoX p71 

７ 
ドラウの毒使いの例 
（ドラウのローグ 5/アサシン 1） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・SoX p72 

８ 
中レベルのリーダーの例 
（シフターのレンジャー5/ホライズン･ウォーカー3） 

基本は真なる中立 人造  ・SoX p56 

８ 
ドラウの祈祷師の例 
（ドラウのクレリック 7） 

基本は混沌にして悪 人型生物  ・SoX p72 

８ 
ブラックスケイル･リザードフォークの長の例 
（ブラックスケイル･リザードフォークのバーバリアン 5） 

基本は真なる中立 人怪  ・SoX p63 

８ 
グリーンウォーカー、ランドフォージド･ウォーカーの例 
（男性人格のウォーフォージドのドルイド 5/ランドフォージド･ウォーカー3） 

中立にして善 人造  ・SoX p135 

１０ 
ドラウのカクサットの例 
（ドラウのファイター6/レンジャー3） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・SoX p73 

１０ 
シレイウス、プライマル･スカラーの例 
（男性の人間のウィザード 7/プライマル･スカラー3） 

中立にして善 人型生物  ・SoX p132 

１０ 
ヤク･フォークの人形使い、ヤク･フォークの寄生者 
（ストーン･ジャイアントの器/男性のヤク･フォークのソーサラー2 の魂） 

中立にして悪 巨人  ・SoX p67 

      

１１ 
アクサマーユ･トカズ、スコーピオン･レイスの例 
（男性のドラウのレンジャー6/スコーピオン･レイス 4） 

真なる中立 人型生物  ・SoX p128 

１３ 
高レベルのエンフォーサーの例 
（ウォーフォージドのファイター8/ウォーフォージド･ジャガーノート 5） 

基本は真なる中立 人造  ・SoX p54 

１４ 
ドラウのアクァサの例 
（ドラウのファイター8/レンジャー5） 

基本は中立にして悪 人型生物  ・SoX p74 

 

 
脅威度 人物名 属性 種別  参照 

１５ 
高レベルの呪文使いの例 
（ハーフエルフのドルイド 15） 

基本は真なる中立 人型生物  ・SoX p55 

１５ 
高レベルのリーダーの例 
（シフターのレンジャー5/ホライズン･ウォーカー10） 

基本は真なる中立 人造  ・SoX p58 

      

１７ 
プライモーディアル･ジャイアントの例 
（男性のサン･ジャイアントのウォーロック 7 のプライモーディアル） 

基本は中立にして悪 巨人  ・SoX p81 

１８ 
ベレリカクス、“野蛮な”ドラゴン 
（男性のオールド･グリーン･ドラゴン） 

秩序にして悪 竜  ・SoX p60 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

１ ジャイアント、ハーフ･ジャイアントの 1 レベル･ウォリアー しばしば真なる中立 巨人  ・SoX p16 

１ メイジブラッド･アニマル、中型 メイジブラッド･ヴァイパー 常に真なる中立 動物  ・SoX p68 

１ ユアンティ･レッチリング 通常は混沌にして悪 異形  ・SoX p88 

２ アルケミー･ビートル 常に真なる中立 人造  ・SoX p75 

２ テンタクル･スパイダー 常に混沌にして悪 異形  ・SoX p85 

５ 
強大化したジャイアント･ワスプ 
（9ＨＤのジャイアント･ワスプ） 

常に真なる中立 蟲  ・SoX p66 

      

６ ウォーフォージド、ウォーフォージド･スコーピオン 通常は中立にして悪 人造  ・SoX p77 

６ ドリーム･サーペント しばしば真なる中立 魔獣  ・SoX p86 

７ スコーラウ 通常は混沌にして悪 異形  ・SoX p83 

８ ジャイアント、ジャングル･ジャイアント しばしば真なる中立 巨人  ・SoX p79 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

±０ 
クォークラフト･ウォーフォージド･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：ウォーフォージド） 

常に善でも悪でもない 

中立に変化 

人造に 

変化 
 ・SoX p77 

±０ 
プライモーディアル･ジャイアント･テンプレート 
（分類：先天性テンプレート  適用：巨人） 

変化なし 変化なし  ・SoX p83 

 

脅威度 罠および自然の脅威 補足 種別  参照 

１ レイション･ロット･モスの脅威 ― ―  ・SoX p39 

２ スピア･ガントレットの罠 ― ―  ・SoX p90 

３ ブラッド･ソーンの脅威 ― ―  ・SoX p39 

５ アルファベットの罠、古典的な罠の例 ― ―  ・SoX p91 
      

８ 押しつぶす壁の罠、古典的な罠の例 ― ―  ・SoX p93 

８ 石化の罠 ― ―  ・SoX p90 

８ 炎を噴出する罠 ― ―  ・SoX p90 
      

さまざま スウォーム･ピットの罠 脅威度は落とし穴＋ 

スウォームの脅威度 
―  ・SoX p66 

さまざま 遭遇型の罠を設計する 
脅威度を決定してから 

作成する； 基本的に 

脅威度１０まで 

―  ・SoX p92 

 
―脅威度順一覧表― ［CM］ （３.５ｅ） （ 『魔道師大全』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

８ 
ラレージ･アマティファ、リリック･ソーマタージの例 
（女性のハーフエルフのバード 6/リリック･ソーマタージ 2） 

混沌にして善 人型生物  ・CM p83 

９ 
カリンド･レシャイ、アルティメット･メイガスの例 
（女性の人間のウィザード 4/ソーサラー1/アルティメット･メイガス 4） 

中立にして善 人型生物  ・CM p56 

      

１０ 
“聴罪司祭”ルプレヒト･ヴァルスーン、ホーリィ･スカージの例 
（男性の人間のウォーメイジ 6/ホーリィ･スカージ 4） 

秩序にして善 人型生物  ・CM p77 

１０ 
トルガール･コールヘア、エンライトンド･スピリットの例 
（男性のドワーフのウォーロック 5/エンライトンド･スピリット 5） 

秩序にして善 人型生物  ・CM p70 

１０ 
“星見の”コリー、アンシーン･シーアの例 
（女性の人間のローグ 4/占術士 1/アンシーン･シーア 5） 

真なる中立 人型生物  ・CM p59 

１０ 
レルーン･アンストルン、エルドリッチ･ディサイプルの例 
（女性の人間のクレリック 3/ウォーロック 3/エルドリッチ･ディサイプル 4） 

混沌にして中立 人型生物  ・CM p66 

１１ 

カスピアン･ラモント、アブジュラント･チャンピオンの例 
（男性のハーフエルフのファイター4/ソーサラー2/ 

アブジュラント･チャンピオン 5） 
秩序にして中立 人型生物  ・CM p52 

１０ 
“狩猟大草原の”ジェラッラ、ワイルド･ソウルの例 
（女性のハーフエルフのウーイァン 5/ワイルド･ソウル 6） 

混沌にして善 人型生物  ・CM p88 

１３ 
カーフォデル･ベランダー、マスター･スペシャリストの例 
（女性のノームの心術士 8/マスター･スペシャリスト 5） 

真なる中立 人型生物  ・CM p80 

１４ 
ルカース･ダスクウィスパー、ナイトメア･スピナーの例 
（男性の人間のローグ 2/占術士 7/ナイトメア･スピナー5） 

秩序にして悪 人型生物  ・CM p74 

      

１６ 
オスラヴァン･カリゴス、エルドリッチ･シーアージの例 
（男性のエルフのウォーロック 3/ウィザード 3/エルドリッチ･シーアージ 10） 

混沌にして悪 人型生物  ・CM p62 

 

―脅威度順一覧表― ［Dr］ （３.５ｅ） （ 『ドラゴンマーク』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

３ 
ブライナ･ド＝メダーニ、警戒ギルド員 
（女性のハーフエルフのローグ 3） 

混沌にして善 人型生物  ・Dr p87 

５ 
コリウス･コラリン･ド＝シヴィス、法廷弁護士 
（男性のノームのアリストクラート 6） 

秩序にして中立 人型生物  ・Dr p51 

５ 
ライラ･ド＝ガランダ、創業家の娘 
（女性のハーフリングのアリストクラート 4/ドラゴンマーク･エア 2） 

中立にして悪 人型生物  ・Dr p40 

５ 
リカルド･ド＝オリエン、運送ギルド員 
（男性の人間のバード 5） 

真なる中立 人型生物  ・Dr p28 

 



Dungeons&Dragons® Table 
脅威度 人物名 属性 種別  参照 

      

６ 
ジャクソン･ド＝カニス、カニス氏族の権益の責任者 
（男性の人間のソーサラー6） 

秩序にして中立 人型生物  ・Dr p34 

６ 
テリン･ド＝リランダー、使者 
（男性のハーフエルフのエキスパート 5/ウィザード 2） 

真なる中立 人型生物  ・Dr p93 

６ 
ラヴィ･ド＝ヴァダリス、ブリードマスター 
（男性の人間のレンジャー6） 

中立にして善 人型生物  ・Dr p22 

７ 
アラーリン･シャイアー、ヴァダリス･ビーストキーパーの例 
（男性の人間のレンジャー4/ヴァダリス･ビーストキーパー3） 

混沌にして中立 人型生物  ・Dr p101 

７ 

アリ･ド＝メダーニ、メダーニ･プロフィットの例 

（男性のハーフエルフのクレリック 4/ドラゴンマーク･エア 1/ 

メダーニ･プロフィット 2） 

秩序にして中立 人型生物  ・Dr p133 

７ 
カラーッシュアーナ、調査員 
（男性のハーフオークのローグ 4/マスター･インクィジティヴ 3） 

中立にして悪 人型生物  ・Dr p62 

８ 
アルドラス･ド＝ジョラスコ、治癒士 
（男性のハーフリングのアデプト 9） 

中立にして善 人型生物  ・Dr p57 

８ 
エンデュラ･ド＝デニス、国境執行官 
（女性の人間のパラディン 5/ドラゴンマーク･エア 3） 

秩序にして善 人型生物  ・Dr p75 

８ 
サイラ･シララン＝ド･シヴィス、アンバウンド･スクロールの例 

（女性のノームのアーティフィサー5/アンバウンド･スクロール 3） 
真なる中立 人型生物  ・Dr p98 

８ 
サルウォー･ド＝カニス、サイアリ･スカウトの例 
（男性の人間のレンジャー3/アーティフィサー1/サイアリ･スカウト 4） 

真なる中立 人型生物  ・Dr p105 

９ 
“ハタネズミ”のバットウィング、シルヴァー･キーの例 
（男性のドワーフのローグ 6/シルヴァー･キー3） 

真なる中立 人型生物  ・Dr p111 

９ 

マレーナ･ド＝リランダー、ストーム･セントリの例 
（女性のハーフエルフのファイター2/スワッシュバックラー3/ 

ストーム･セントリ 4） 

混沌にして中立 人型生物  ・Dr p115 

９ 
ミリア･ド＝オリエン、ブレード･オヴ･オリエンの例 
（女性の人間のファイター6/ブレード･オヴ･オリエン 3） 

混沌にして善 人型生物  ・Dr p129 

９ 
モラス･タン、ブラック･ドッグの例 
（男性のハーフリングのバード 5/ブラック･ドッグ 4） 

秩序にして中立 人型生物  ・Dr p127 

１０ 

エイリア･ド＝チュラーニ、女卿 
（女性のエルフのアリストクラート 1/アーバン･レンジャー1/ 
シャドウ･ハンター5） 

秩序にして中立 人型生物  ・Dr p68 

１０ 
カレス･ショル･ド＝フィアラン、シャドウ･ハンターの例 
（男性のエルフのローグ 3/アーバン･レンジャー2/シャドウ･ハンター5） 

中立にして悪 人型生物  ・Dr p108 

１０ 

ギャレット･ソーンゲイジ･ド＝ジョラスコ、 

ノソマティック･カイラージョンの例 

（男性のハーフリングのドルイド 5/ドラゴンマーク･エア 1/ 

ノソマティック･カイラージョン 4） 

真なる中立 人型生物  ・Dr p123 

      

１２ 
エルヴィノール･エロレンティ･ド＝フィアラン、女男爵 

（女性のエルフのバード 8/シャドウダンサー4） 
真なる中立 人型生物  ・Dr p82 

１２ 
スラーシュタ･スティールベイン、ドゥラーカッシュの例 

（女性のハーフオークのローグ 6/ドゥラーカッシュ 6） 
中立にして悪 人型生物  ・Dr p120 

１２ 
ダンラーナ･ド＝デニス、デニス･ウォーデンの例 

（女性の人間のローグ 6/デニス･ウォーデン 6） 
秩序にして善 人型生物  ・Dr p117 

１３ 
モーリカン･ド＝クンダラク、クンダラク氏族の“王” 
（男性のドワーフのアリストクラート 3/ファイター9/エア･オヴ･シベイ 2） 

秩序にして中立 人型生物  ・Dr p45 

 
―脅威度順一覧表― ［SotHH］ （３.５ｅ） （ 『鬼哭き穴に潜む罠』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC は割愛しました。） ― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［FC2］ （３.５ｅ） （ 『魔物の書Ⅱ 九層地獄の支配者』 ) ：： 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

９ 
捕虜買い戻し隊 
（コボルドのモンク 4 のフィーンディッシュ種×4） 

秩序にして悪 人型生物  ・FC2 p40 

１０ 
“呪われた”タイボルト、ヘルブレッドの例 
（男性のヘルブレッドのパラディン 10） 

秩序にして善 人型生物  ・FC2 p79 

１０ 
ハラグラッド･ドゥームハンマー、ソウルガードの例 
（男性のドワーフのクレリック 6/ソウルガード 4） 

秩序にして善 人型生物  ・FC2 p88 

      

１２? 
カムレン･ライトブリンガー、ヘルリーヴァーの例 
（女性のアアシマールのモンク 7/ヘルリーヴァー5） 

混沌にして善 来訪者  ・FC2 p98 

１２ 
ガレナ･トッドリック、ヘルファイアー･ウォーロックの例 
（女性のヘルブレッドのウォーロック 9/ヘルファイアー･ウォーロック 3） 

中立にして悪 人型生物  ・FC2 p91 

１２ 
トリーナス･サラザー、ヘルブレイカーの例 
（女性のティーフリングのニンジャ 6/ヘルブレイカー6） 

混沌にして中立 来訪者  ・FC2 p94 

      

２０ 
アスペクト･オヴ･ベル、第一階層の主 
（男性のユニークなデヴィル） 

秩序にして悪 来訪者  ・FC1 p142 

      

２１ 
アスペクト･オヴ･ディスパテル、第二階層の主 
（男性のユニークなデヴィル） 

秩序にして悪 来訪者  ・FC1 p143 

２１ 
アスペクト･オヴ･マモン、第三階層の主 
（男性のユニークなデヴィル） 

秩序にして悪 来訪者  ・FC1 p145 

２１ 
アスペクト･オヴ･フィアーナ、第四階層の主（表面的） 
（女性のユニークなデヴィル） 

秩序にして悪 来訪者  ・FC1 p147 

２１ 
アスペクト･オヴ･ベリアル、第四階層の主（実質的） 
（男性のユニークなデヴィル） 

秩序にして悪 来訪者  ・FC1 p147 

２１ 
アスペクト･オヴ･レヴィストゥス、第五階層の主 
（男性のユニークなデヴィル） 

秩序にして悪 来訪者  ・FC1 p149 

２２ 
アスペクト･オヴ･グラシア、第六階層の主 
（女性のユニークなデヴィル） 

秩序にして悪 来訪者  ・FC1 p150 

２３ 
アスペクト･オヴ･バールゼブル、第七階層の主 
（男性のユニークなデヴィル） 

秩序にして悪 来訪者  ・FC1 p152 

２４ 
アスペクト･オヴ･メフィストフェレス、第階八層の主 
（男性のユニークなデヴィル） 

秩序にして悪 来訪者  ・FC1 p153 

 

 
脅威度 人物名 属性 種別  参照 

      

２７ 
アスペクト･オヴ･アスモデウス、第九階層の主 
（男性のユニークなデヴィル） 

秩序にして悪 来訪者  ・FC1 p156 

 

脅威度 モンスター名 属性 種別  参照 

1/2 カラボン 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p119 

２ デヴィル、ヌッペリボー 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p127 

３ デヴィル、リージョン･デヴィル 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p139 

３ ヘル･ラウス 常に秩序にして悪 魔獣  ・FC2 p64 

４ アビシャイ、ホワイト･アビシャイ 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p114 

４ デヴィル、スパインド･デヴィル 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p122 

５ アビシャイ、ブラック･アビシャイ 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p112 

５ デヴィル、ナルズゴン 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p125 
      

６ アビシャイ、グリーン･アビシャイ 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p113 

６ デヴィル、スティール･デヴィル 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p120 

７ アビシャイ、ブルー･アビシャイ 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p112 

７ デヴィル、アムニズゥ 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p115 

７ デヴィル、ハーヴェスター･デヴィル 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p129 

７ デヴィル、ペイン･デヴィル 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p134 

８ アビシャイ、レッド･アビシャイ 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p114 

８ デヴィル、オルソン 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p117 
      

１１ デヴィル、アサシン･デヴィル 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p110 

１１ デヴィル、プレジャー･デヴィル 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p133 

１２ スウォーム、アイペロボス･スウォーム 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p108 

１４ デヴィル、マレブランケ 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p137 

１５ デヴィル、ゼルフィルステュクス 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p123 

１５ ワーム･オヴ･ミナウロス 常に秩序にして悪 魔獣  ・FC2 p49 
      

１８ デヴィル、パエリリオン 常に秩序にして悪 来訪者  ・FC2 p131 

１９ ヘルファイアー･エンジン 常に真なる中立 人造  ・FC2 p136 

 

脅威度 テンプレート名 属性 種別  参照 

±０ 

デヴィルの擬似呪文能力を変換する 
（分類：おそらく先天性テンプレート  適用：（バーテズゥ）の副種別を持つ 
来訪者） 

変化なし 変化なし  ・FC2 p108 

±０ 

“バーテズゥ招来”の能力を特技に代替する 
（分類：おそらく先天性テンプレート  適用：“バーテズゥ将来”の能力を持つ 
クリーチャー） 

変化なし 変化なし  ・FC2 p107 

 

脅威度 罠および自然の脅威 補足 種別  参照 

１０ コーン･オヴ･コールド呪文の罠 ― ―  ・FC2 p57 

 

※ 本書巻末に原書版のデヴィルの一覧表あり（脅威度の改定を含む）。なお、グラシアとベル以外のアークデヴィルは、『不浄な

る暗黒の書』よりも脅威度が小さいため、そちらの方が必要であるならば参照されたい。また、より脅威度が小さいアークデヴィル

のアスペクトに関しては、英語版公式サイトの Web Enhancement 内を参照。 

 
―脅威度順一覧表― ［CS］ （３.５ｅ） （ 『無頼大全』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

７ 
ミストレス･イヴ、盲目の塔のメンバーの例 
（女性の人間のバード 4/ローグ 3） 

真なる中立 人型生物  ・CS p138 

８ 
サル･ピオス、フォーチュンズ･フレンドの例 
（男性の人間のファイター2/ローグ 3/フォーチュンズ･フレンド 3） 

混沌にして中立 人型生物  ・CS p54 

１０ 
アメスラン･トラグ、アンキャニィ･トリックスターの例 
（男性のノームのローグ 7/アンキャニィ･トリックスター3） 

混沌にして善 人型生物  ・CS p30 

１０ 

“白鳥通りの切り裂き魔”ペック、 

アヴェンジング･エクスキューショナーの例 
（男性のハーフリングのローグ 7/アヴェンジング･エクスキューショナー3） 

混沌にして中立 人型生物  ・CS p28 

１０ 
ベリエル、マスター･オヴ･マスクスの例 
（性別不詳の人間のローグ 7/マスター･オヴ･マスクス 3） 

混沌にして善 人型生物  ・CS p65 

１０ 
ミーナ･ローグエーカー、クロークト･ダンサーの例 
（女性の人間のバード 7/クロークト･ダンサー3） 

混沌にして中立 人型生物  ・CS p38 

１０ 
“笑い声の”セドリック、マウンティバンクの例 
（男性のハーフエルフのスペルシーフ 5/マウンティバンク 5） 

混沌にして中立 人型生物  ・CS p57 

      

１１ 
アクサラン、コンバット･トラップスミスの例 
（男性の人間のスカウト 9/コンバット･トラップスミス 2） 

真なる中立 人型生物  ・CS p42 

１１ 
アンブロス･ブラスメア、グレイ･ガードの例 
（男性のハーフエルフのパラディン 7/グレイ･ガード 4） 

秩序にして善 人型生物  ・CS p34 

１１ 
“金竜の”カツオ、七鴉衆のメンバーの例 
（男性の人間のローグ 7/バード 4） 

中立にして善 人型生物  ・CS p141 

１１ 
ソリレイ･ハーツェル、マジカル･トリックスターの例 
（女性の人間のソーサラー8/マジカル･トリックスター3） 

中立にして悪 人型生物  ・CS p60 

１２ 
アルギル･テシェア、マルコンヴォーカーの例 
（男性のエルフのクレリック 8/マルコンヴォーカー4） 

混沌にして善 人型生物  ・CS p70 

１２ 

ディエステ･カリザ、サイボンド･エージェントの例 
（女性のハーフエルフのサイオン（テレパス）5/スペルシーフ 1/ 

サイボンド･エージェント 6） 

中立にして善 人型生物  ・CS p45 

１２ 
テッサ･センチャン、スペルウォープ･スナイパーの例 

（女性のハーフエルフのローグ 1/ウィザード 6/スペルウォープ･スナイパー5） 
秩序にして中立 人型生物  ・CS p48 

１３? 
ヴァレク･ザンダー、自由連盟のメンバーの例 
（男性のティーフリングのローグ 8/ゲートクラッシャー5） 

混沌にして善? 人型生物  ・CS p133 

１５ 
エリボス･クンデル、バトル･トリックスターの例 
（男性のドワーフのファイター12/バトル･トリックスター3） 

混沌にして中立 人型生物  ・CS p51 



Dungeons&Dragons® Table 
―脅威度順一覧表― ［DD1］ （３.５ｅ） （ 『大帝王の墳墓』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC と追加クリーチャーは割愛しました。） ― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［CCh］ （３.５ｅ） （ 『勇者大全』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

８ 
ペイドリン、シャドウストライカーの例 
（男性の人間のパラディン 5/シャドウストライカー3） 

秩序にして善 人型生物  ・CCh p89 

９ 
エズリア･ビリンスドッター、スクワイア･オヴ･レジェンドの例 

（女性のハーフリングのレンジャー6/スクワイア･オヴ･レジェンド 3） 
混沌にして善 人型生物  ・CCh p95 

９ 
ミコライ･ラジロス、ミシック･エグザンプラーの例 
（男性の人間のマーシャル 5/ミシック･エグザンプラー4） 

秩序にして善 人型生物  ・CCh p110 

９ 
“緑の守り手”ソラグ、フィスト･オヴ･ザ･フォレストの例 
（女性の人間のモンク 6/フィスト･オヴ･フォレスト 3） 

秩序にして中立 人型生物  ・CCh p102 

      

１１ 
“素早き”アウレリク、パラノースティック･イニシエイトの例 
（男性のエルフのローグ 8/パラノースティック･イニシエイト 5） 

混沌にして善 人型生物  ・CCh p100 

１１ 
“緑の騎士”デノン、フォレスト･リーヴの例 
（男性の人間のレンジャー6/フォレスト･リーヴ 5） 

真なる中立 人型生物  ・CCh p103 

１２ 
ターラナ、サンクタファイド･ワン･オヴ･コードの例 
（女性の人間のバーバリアン 9/サンクタファイド･ワン･オヴ･コード 3） 

混沌にして善 人型生物  ・CCh p88 

１３ 

パタヴァルタ･サンタリエリ、 

パラノースティック･アポスルの例 
（女性のハーフエルフのクレリック 8/パラノースティック･アポスル 5） 

秩序にして中立 人型生物  ・CCh p97 

１４ 

“影の騎士”セイラ、シャドウスパイの例 
（女性のハーフエルフのローグ 3/クレリック 3/シャドウストライカー2/ 

シャドウスパイ 4） 

中立にして善 人型生物  ・CCh p92 

１４ 
サラン･ロカ、オーデインド･チャンピオンの例 
（男性の人間のクレリック 9/オーデインド･チャンピオン 5） 

秩序にして中立 人型生物  ・CCh p81 

１５ 
“緑の騎士”ハセイラ、ホルト･ウォーデンの例 
（女性のエルフのドルイド 5/ホルト･ウォーデン 10） 

真なる中立 人型生物  ・CS p106 

 
―脅威度順一覧表― ［DD2］ （３.５ｅ） （ 『暗黒洞の尖塔』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― 
（シナリオのため、NPC，追加クリーチャー，追加テンプレートは 

割愛しました。） 
― ―  ― 

 
―脅威度順一覧表― ［DD3］ （３.５ｅ） （ 『蛇人間の城塞』 ) ：： 
 

脅威度 人物名 属性 種別  参照 

― （シナリオのため、NPC と追加クリーチャーは割愛しました。） ― ―  ― 

 
 

 
 

※各サプリメントは、原書の刊行順で整列しました。 日本語版の 『五つ国：ファイヴ・ネイションズ』（2008 年 6 月） までに対応。 

 


