
重要なご案内
今回の D&D ゲームディはいままでと異なり、イベントにいく

つかの重要な違いがあります。
製作済みのアドベンチャー・シナリオを提供する代わりに、

DM と参加者には独自のアドベンチャーを組み立てる機会をもた
らす解説書付きのキットを提供します。

みなさんのイベント進行をスムーズに行なえるように、この手
引書を注意深く、しっかりと読んで、イベントを実施してくださ
い。

キットの概要
１卓につき１セットのキットで、５名のプレイヤーと１名の

DM という構成のテーブルを立卓してください。キットの内容は
以下のとおり：
•	 DM	用アドベンチャー・シナリオの作成手順と遭遇作成シート
（1枚）。この内容は、DMにはイベントの前に提供し、参加者
にはイベント後に配布してもかまいません。

•	 アドベンチャーにおける、すべての戦闘遭遇について詳しく
描かれた両面ポスター・マップ（1枚）。これらのスケールマッ
プは、DMがなるべく少ない作業でアドベンチャー・シナリオ
を準備することを容易にします。これらは当日に DMが実施
するアドベンチャーで使用します。

•	 アドベンチャーにおける敵モンスターのミニチュア（1パッ
ク）。ミニチュアのパックには、アドベンチャーに登場させる
モンスターがそろっています。これらは当日に、DMが実施す
るアドベンチャーで使用します。

•	 アドベンチャーを遊ぶための 5人の作成済みキャラクター・
カード（キット毎にキャラクター各 1枚）。参加者がアドベン
チャーを遊ぶための準備が整ったら、この６レベル・キャラ
クターたちを作成済みキャラクターとして配布します。

•	 ·アドベンチャーを遊ぶための5体のプレイヤー・キャラクター
のミニチュア（各 1体）。これらのミニチュアは、キャラクター
のイラストがあるキャラクター・シートに置きます。適切な
キャラクター・ミニチュアを参加者に渡してください。

•	 この手引書とイベント報告のための用紙。

このイベントの実施
このイベントは、2 つの方法で実施することができます；以下

でその両方を説明します。なお、より大きい会場やより多数の参
加者であっても、それより小さい会場や参加者について書かれた
方法を適用できることに注意してください。
•	 開催時間：DMにアドベンチャーを事前に組み立てておいても
らうなら、プレイ時間を３時間で予定します。もし参加者に、
当日の会場でアドベンチャーを組み立ててもらうなら４時間
を見込みます。

DMによるアドベンチャーの準備	－	1 卓の場合
もし参加者が 1 テーブル分の人数しか見込めなかったら、イベ

ントの数日前には、＜アドベンチャー・シナリオ作成の手引き＞
と遭遇作成シートを DM に渡します。そして当日は今までのゲー
ムディと同様に進めます。プレイヤーは会場へ来てグループを組
み、DM は事前に組み立てたアドベンチャーを実施します。

プレイヤーによるアドベンチャーの創造	－	複数卓の場合
大変ユニークな手法として、以下により実施されるゲームディ

で、誰もがアドベンチャーを創造する楽しみを知ることができま
す！　では、その方法を見ていきましょう：

•	 参加者がイベントのために到着したら 5～ 7人でチームに分
かれてもらいます。チームごとに着席してもらい、その各チー
ムに、決められた時間内で 2つの遭遇を構築してもらい、そ
の後で各チームが、他のチームの創り出したゲームを遊んで
もらうことを説明します。

•	 各チームでチームの代表者を選んでもらいます。チームの代
表者とは、アドベンチャー作成を進めていく過程の責任者と
なり、そのチームによって組み立てられたアドベンチャーの
DMとなる人です。	

•	 DM	用アドベンチャー・シナリオの作成手順と遭遇作成シート
を各チームの代表者に渡します。キットで提供される素材か
ら、2遭遇で成り立つアドベンチャーを１時間で組み立てても
らいます。それらのアドベンチャーが完成したら、それはそ
のチームの代表が DMする別のチーム用のアドベンチャーと
なり、チームのほかの参加者は、また別のチームが組み立て
たアドベンチャーをプレイします。

•	 アドベンチャーを組み立てたら、チームの代表は他のチーム
のためのDMを努めます。アドベンチャーを組み立てたら、チー
ムの代表は他のチームのための DMを努めます。1時間が経
過したら、チームの代表にそのチームの遭遇作成シートを集
めてもらい、アドベンチャーを DMするための素材（キャラ
クター・カード、ポスター・マップ、ミニチュア）を渡します。
そして、DMたちは別のチームのテーブルに行き、３時間かけ
てアドベンチャーを行なってもらいます。

ダンジョン・マスターズ・ガイド	２	
ワールドワイドD&Dゲームディ

手引書	－	隅々まで良く読んでください。



神秘へ続く道
アドベンチャー・シナリオ作成の手引き

君自身のアドベンチャーを創る
この手引書には、提供された素材からアドベンチャーを組み立

てるためのクイック・ガイドラインを記載している。わずかな時
間でショート・アドベンチャーを作成するためには、各ステップ
に従うこと。君がこの活動にチームとして参加しているなら、お
そらく君にはアドベンチャーを作成する限られた時間（大抵は 1
時間）がある。もし君が責任を分担し協力するなら、この時間を
もって、遊ぶに値する 2 遭遇を創り出すことができるはずだ。
自宅での準備：もし主催者（店舗担当者）が、君にこの手引書を
事前に渡し、あらかじめアドベンチャーの組み立てを依頼し
ているなら、君は遭遇のための作業に多くの時間をとること
ができるだろう。君は遭遇を組み立てるに当たり、「ダンジョ
ン・マスター・ガイド	第 4版」第 4章：遭遇の作り方	を事前
に見ることができる。

チームによるアドベンチャーの作成 :	主催者がチームに君を入
れたなら、君はイベントにおいてアドベンチャーを組み立て
ることになるだろう。アドベンチャーを組み立てたチームの
代表は、別のチームの卓で、自分たちが組み立てたアドベン
チャーの DMをすることになる。チームの他の参加者は、ま
た別のチームが組み立てたアドベンチャーをプレイする！

ステップ０：チームの代表を選ぶ
チームの進行係とダンジョン・マスターとして、チーム内の誰

か一人を選ぶこと。その人は、別チームの卓で DM をする前に遭
遇作成シートを集め、アドベンチャーを通読しておくこと。理想
的なのは、その人にダンジョン・マスターとしての経験があるこ
とだ。

ステップ１：テーマを決める
時間 : 10 分
アドベンチャーの設定 : 村から 5 マイル（訳注：8 キロ強）ほどの、

滝の上にある入り組んだ洞窟網。
チームに分かれ、遭遇作成シートを配布して最少の遭遇として

2 つ作成する作業をはじめる前に、君のアドベンチャーのテーマ
を選択しておく。なぜ冒険者たちはこの洞窟に出向くのか？

いくつかの例となるテーマは次に提供されるが、君自身のテー
マを創り出そう！
· 誘拐された村民を救う。近くの村の村民が行方不明となり、冒
険者たちは誘拐された人（たち）を見つけるために村民によっ
て雇われている。誘拐犯が使った小道は、冒険者たちを洞窟
網に導く。	

· 襲撃者を撃退する。洞窟からやってくる襲撃者は最近村と近く
の農場を悩ましている。この脅威を地域から取り除くために、
冒険者たちは村民から報酬を約束されている。

·怪しいカルトを調査する。	夜、村民はしばしば滝の近くで、明
かりを持った人影が洞窟網へ向かっていくのを目撃する。あ
えて十分に洞窟に近寄るなら、奇妙な唱和の声と時折あがる
悲鳴を耳にすることになる。	

· 貴重な宝物を捜し求める。村民は、何年にもわたって近くの洞
窟の中に隠されている素晴らしい宝物の噂を広めた。しかし、
宝物の権利を手に入れようと危険を冒した者は誰 1人として
戻らない。冒険者たちは宝を自分たちで見つけ出そうと考え、
かつ入手にともなう危険に対しての勇気を試そうと村を訪れ
る。

ステップ２：モンスターの選択
時間 : 20 分
2 つの遭遇において、キットで提供されるモンスターをすべて

使う必要ははないが、アドベンチャーのために使いたいと思い、
取り上げるのに十分なだけのモンスターが提供されている。キッ
トは君に、以下のモンスターを提供する（モンスターのデータは、
この文末に掲載している）：
·	 ドゥームドリーマー 1体 :	レベル 8、制御役（指揮）
·	 ドゥエルガル　アスモデウスのクレリック 1体 :	レベル 7	制御
役（指揮）

·	 ドゥエルガルの衛兵 3体 :	レベル 4、兵士役
·	 ファウルスポーン	1 体 :	レベル 12、暴れ役
·	 ファウルスポーンの切り裂き魔	1 体 :	レベル 8	遊撃役
·	 ホード・スカラベの幼虫の大群	1 体 :	レベル 7	奇襲役
·	 ミノタウロスのごろつき	3 体 :	レベル 9	遊撃役
·	 スケアクロウ・ストーカー	1 体 :	レベル 6	兵士役

すぐれたテーマ :	2 体のファウルスポーンを組み込むのは良い
テーマである。ファウルスポーンとは、レルムの果てにある
と言われる狂気の場所によって堕落した、常軌を逸したクリー
チャーである。ドゥエルガルのクレリックとその衛兵たちは、
どちらも地獄の力で歪められたドワーフの血筋である。ドゥー
ムドリーマー（混沌にして悪の、絶滅と無秩序の神タリズダ
ンによる狂気の主義を支持するヒューマン）は、ミノタウロ
スのごろつきを配下に持つ。	

ステップ 2	A	：ボスの選択

　ドゥームドリーマー（厳しめのアドベンチャーにするのに向
く）と、ドゥエルガルのアスモデウス・クレリック（平均的か、
それよりやさしいアドベンチャーに向く）は「ボスとしての
悪役」の役割を果たす。両方ともリーダーで、君の隠されたテー
マの立役者にできる。ドゥームドリーマーは、用心棒として
ミノタウロスのごろつきを使うことを好む。そしてドゥエル
ガルのクレリックは、護衛にしばしばドゥエルガルの衛兵を
使う。もし君のテーマがリーダーのタイプに関係しないなら、
君はこのどちらか 1つに決めてしまう必要はない。

ステップ２B：君の遭遇を書き出す
君は 2 つの遭遇用にモンスターを選ぶ。この短いアドベン

チャーには、レベル 6 ～ 9 までの間の遭遇を作る必要がある。3
～ 8 体のモンスターをそれぞれの遭遇に、君のテーマに合うよう
に選択すること。遭遇の最終的なレベルは、君が使うであろうす
べてのモンスターの XP を合計することによって容易に算出でき
る。それぞれのモンスターの経験値の合計は、文末に掲載されて
いるカードによってわかる。とはいえ君が、そこまで厳密な XP
計算は必要がないと思うのであれば、以下の指針を使うこと。
·やさしいアドベンチャー :	遭遇レベル6（経験値合計	1,250	XP）と、
遭遇レベル 7（経験値合計	1,500	XP）

·平均的アドベンチャー :	遭遇レベル 7（経験値合計	1,500	XP）と、
レベル 8遭遇（経験値合計	1,750	XP）

·厳しいアドベンチャー :	遭遇レベル 8（経験値合計	1,750	XP）と、
遭遇レベル 9（経験値合計	2,000	XP）



ステップ	２C：モンスターのステータス・
カードを切り離し、割り当てる

君がアドベンチャーに登場させるために選んだモンスターのス
テータスを、折って千切るか、切り離す。モンスターのステータ
スは、この文末に掲載されている。2 つに分けて置くこと ― ひ
とつは最初の遭遇用のモンスターで、もうひとつは２回目の遭遇
用のものである。

ステップ３：遭遇を書き出す
時間 :	20 分

より小さな 2 つのグループに分かれ、それぞれのグループで 1
つの遭遇を担当することが、もっとも良い方法である。各遭遇の
ための遭遇作成シートと、モンスター・データを集めて、それぞ
れ目を通す。グループで 1 人、きれいに筆記できる人がいると良
い。その人は「筆記者」として、遭遇を配布された遭遇作成シー
トに書き出す。
· モンスターのセットアップ .	モンスターのセットアップ。セッ
トアップの項目の中で、指定された場所に使うモンスターの
名前と数を書くこと。作成シートのマップにモンスターの開
始位置を記すこと；文字か記号を各モンスターに割り当てて、
作成シートのマップにその文字（または記号）を記すとよい。	

·声を出して読まれる文章 .	冒険者たちがこのエリアに入ったと
き、彼らが目にするものについて 2、3の文章を書き出すこと。
君はさらに、冒険者たちが曲がり角を曲がった先の、遭遇の
開始時点でさらに見えていることについて、また別の、ひと
つふたつの読み上げ文を書くこともできる。

·モンスターの戦術 .それぞれのモンスター（またはドゥエルガ
ルの衛兵やミノタウロスのならずもののような、モンスター
の小集団）について、DMがどのように戦闘を行わせるべきモ
ンスターなのか	―	どのパワーを最初につかう傾向があるか、
いかに地形の要素を利用するか、あるいはどのキャラクター
を好んで攻撃するかといったことを書き出すこと。	

ステップ４：選択したものの配置
時間 :	10 分

チーム全体として 1 つに戻り、2 つの遭遇作成シートとモンス
ター・データを集めること。簡単にチーム全員でアドベンチャー
の全体について話し合い、キャラクターたちがアドベンチャーに
成功したときに、冒険者たちに読み上げる結末の短い文章を作成
する。遭遇の作成が完了したら、チームの代表にすべての素材を
渡し、代表は他のチームのプレイヤーのために、アドベンチャー
の DM をする。
チームの代表／ダンジョン・マスター :	そのダンジョン・マスター
は、両面ポスター・マップ、モンスターのミニチュア、キャ
ラクター・カード、キャラクターのミニチュアを主催者から
受け取り、他のテーブルに移動して、別チームの DMとして
アドベンチャーを進行します。

チームの他のメンバー :	君たちのテーブルには別チームのDMが
やってきて、その DMを代表にしたチームが作ったアドベン
チャーを進行することになる。その DMは、君たちが使うた
めのキャラクター・カードとキャラクターのミニチュアを配
布する。

		ステップ５: 神秘へ続く道をプレイ！
　2～ 3時間で、アドベンチャーを遊ぶ。アドベンチャーを遊ん
だのち、その DMにアドベンチャーの運営の報酬としてモン
スター・ミニチュアのパックとポスター・マップを渡すと良い。
プレイヤーは、彼らが使ったキャラクターのカードとミニチュ
アを手に入れるべきである。

		アドベンチャー・ワークスペース
（遭遇ワークシート、モンスター・データと合わせて、このシー

トを DM に渡すこと）ここまで概説されたステップをたどりなが
ら、以下の情報を書き出すこと。

アドベンチャー・テーマ
　次にアドベンチャーのテーマを書くこと。

																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
アドベンチャー開始時に読み上げる文

プレイヤーたちに次のスペースの文章で、彼らの冒険者がこの
洞窟に来た理由を説明すること。彼らがアドベンチャーを開始す
る用意ができた時に、DM はこの文章をプレイヤーに読んで聞か
せることになる。

																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
アドベンチャーの結末に読み上げる文
　冒険者たちがこのアドベンチャーに成功した際、何が起こった
かを説明する短い結末文を用意する。彼らがアドベンチャー
を終える時に、DMはこの文章をプレイヤーに読んで聞かせる
こと。

																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												
																																																																																												



モンスターのセットアップ
遭遇の中で使うモンスター名を下に書き出し、このページの

マップ上にそれらの位置を記すこと。

                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       

声を出して読む文章
キャラクター開始エリア : マップの左下部分に記された滝の下

の場所で、キャラクターたちは遭遇を開始する。

荒野を横切って、君たちは約 30 フィートの高さの断崖の
縁から溢れ出ている滝の上に登ってきた。断崖の頂には洞窟
の入口が見える。その向こうに何が横たわるかは、未だ知る
ことはできない。  

その洞窟の入口は水流の両側を通っており、断崖の頂上である
岩がちな場所のほぼ全体を占めている。追加の地形的特徴があれ
ばこの下に書き留めること。声を出して読む文章を追加するなら
以下に書くこと。

                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       

モンスターの戦術
　戦闘における、モンスターの行動について書くこと。各モンス
ターに 1～ 2文の文章を設定すること。

                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     

地形的特徴
照明 :	断崖の頂上部分と入口は明るい照明
である。キャラクターが穴を通過したあ
とのエリアは薄暗い照明である。

滝の断崖 :	この断崖は 30 フィートの高さが
あり、登るためには難易度 15 の〈運動〉
判定を必要とする。

水流 :	水流は、流れは速いが、あまり深く
はない。それを通過して移動する際には
移動困難な地形として扱う。水流の中で
ターンを終えたキャラクターは、1マス
だけ滝の方向へ押しやられる。もしキャ
ラクターが断崖の下へ落下する位置まで
押しやられたら、落下を避けるために
セーヴィング・スローを行う。セーヴィ
ング・スローの成功は、キャラクターが
その場にうつ伏せ状態になることを意味
する。

洞窟 :	自然な洞窟の内部は、ひどい湿気の
ためにやや滑りやすくなっている。この
場所の天井は、30 フィートの高さがあ
る。

	 遺骸のある穴 :	この穴は 10 フィートの深さがある（登るには
難易度 15 の〈運動〉判定）。その中には、いくつかの腐敗し
た死体がある。それらは、近くの土地の村民や農民であるか
もしれない。

遺骸 :	ほかのいくつかの死体は、洞窟のあちこちにばらばらに横
たわっている。それらを調査することはこのアドベンチャー
を進める中で、あとで明らかになることの手がかりとなるか
もしれない。

手がかり :																																																																																											

																																																																																											
洞窟の断崖 :	洞窟内部にある別の断崖は、さらに 20 フィート高
い（登るには、難易度 15 の〈運動〉判定）。

岩 :	岩がいくつも描かれたマスは移動困難な地形で、マップに三
角形の印が付いている。	

穴に下りる :	水流が流れ込んでいる穴は、20 フィートの深さがあ
り、遭遇 2のエリアに口をあけている。この穴を降りるには、
難易度 15 の〈運動〉判定を行う。キャラクターは、遭遇 2の
洞窟の床から 20 フィートの高さに至り、そこから床へ落下す
るのを避けるにはロープなどが必要となるだろう。この穴が
遭遇 2の中へ降りていることに注意すること。

迷宮への抜け穴 :	マップの最も右端において、自然の洞窟が崩壊
して、加工された通路への抜け道が開いている。その先に、
複合的で広大な迷宮につながっていることにもできる。それ
は、ここで紹介されるアドベンチャーを越える、さらなるア
ドベンチャーへと拡張する絶好の機会でもある。		
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モンスターのセットアップ
遭遇の中で使うモンスター名を下に書き出し、このページの

マップ上にそれらの位置を記すこと。
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       

声を出して読む文章
キャラクター開始エリア :	キャラクターたちは、頂上の高さから
降りてきて、穴の周囲から遭遇を開始する。

頂上から伝い降りてくると、君たちは穴がさらに縦穴とし
てこのフロアを貫通して洞窟の下へ続いているのを見出す。
水の流れが、足元からは離れた場所にあるいくつもの地下湖
の水位を満たしているのは疑いない。それは滝のように、絶
え間なく暗闇の中へ流れ落ちている。君たちは水流がこの場
所から流れ落ちるように導く、石で組まれた導管があること
に気づく。また多数の板張りの橋が流れの早い水流をまたぎ、
流れを渡る手段となっている。

洞窟のこの場所の大部分は天然ではあるが、人工の建築である
しるしがある。特にマップ中央の石でできた配管と四角い水盤で
ある。マップの左下のあたりに描かれているのは、外へ戻る出口
である。そこは十分に隠されていて、このエリア内にいる者は知
りようがない。声を出して読む文章を追加するためにスペースが
必要なら、ここに書くこと。

                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       

モンスターの戦術
　戦闘における、モンスターの行動について書くこと。各モンス
ターに 1～ 2文の文章を設定すること。

                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               

地形的特徴
照明 :	このエリアの明るさは、どのモンスターを登場させるかに
依存する。DMがドゥームドリーマーとミノタウロスを使って
いるならば明るい照明である。DMがファウルスポーンを使っ
ているならば薄暗い照明となり、ドゥエルガルは一切明かり
を持たないので一切の照明がない。混成のグループとしてい
るなら、その中で最も明るい照明とする。

洞窟 :	自然な洞窟の内部は、ひどい湿気のためにやや滑りやすく

なっている。この場所の天井は、20 フィートの高さがある。

岩 :	岩がいくつも描かれたマスは移動困難な地形で、マップに三
角形の印が付いている。

	 深い水流 :	ここの水流はほかの階における水流よりも少し深く
なっている。水流の描かれたマスは移動困難な地形として扱
い、移動には２マス分の移動力を必要とする。

板橋 :	キャラクターたちは、これらの橋を移動することによって、
一定のマスを横切ることができる。ただし、それらはいい加
減に組まれたもので、簡単に破壊することができる（それぞ
れの橋は AC５、反射５、hp10）。キャラクターとモンスター
の双方が戦いの間、この橋の手抜き工事を利用するかもしれ
ない。

縦穴 :	キャラクターたちは天井から、穴に隣接するマスのどれか
に降り立つ。穴はさらに 20 フィート下まで続き、地下湖につ
ながっている。穴に落ちたクリーチャーは、小さな湖に落ちる。
水によって緩和されるため、落下は 1d10 ダメージを与えるだ
けとなるが、地下湖の壁は非常に滑りやすく、登るためには
難易度 20 の〈運動〉判定が必要である。

滝 :	マップの上方で滝が流れ落ちている。比較的流れは遅いが、
10 フィートの崖の上に登るには、難易度 20 の〈運動〉判定
を必要とする。

毛皮の山 :	これは寝床か、農民か村民から奪ったものの山のよう
に見える。毛皮を積み上げた山は移動困難な地形である。

血の水盤 :	この四角い水桶は、下劣な儀式魔法のための古代の焦
点である。血の水盤の２マス以内にいるクリーチャーはすべ
て、攻撃ロールの出目が 19 か 20 でクリティカル・ヒットと
なる。そのヒットが起きた時にこの水盤から血がにじみ出す。
この特性は、水盤に隣接しているクリーチャーがマイナー・
アクションによって難易度 15 の〈魔法学〉の判定に成功する
ことによって、無力化できる。	

隠れた出口 :	マップの左下のあたりに描かれているのは、外へ戻
る出口である。
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