
ダンジョンズ＆ドラゴンズ第4版　サプリメント
アリ・マーメル、スコット・フィッツジェラルド・グレイ

恐怖の墓所



CREDITS

DUNGEONS & DRAGONS, D&D, d20, d20 System, WIZARDS OF THE COAST, Player’s Handbook, Dungeon Master’s Guide, Monster Manual, Dragon, Tomb of Horrors, FORGOTTEN REALMS, 
EBERRON, D&D Insider, Adventurer’s Vault, Manual of the Planes, Open Grave: Secrets of the Undead, Revenge of the Giants, all other Wizards of the Coast product names, and their 
respective logos are trademarks of Wizards of the Coast LLC in the U.S.A. and other countries. All Wizards characters and the distinctive likenesses thereof are property of 
Wizards of the Coast LLC. This material is protected under the copyright laws of the United States of America. Any reproduction or unauthorized use of the material or artwork 
contained herein is prohibited without the express written permission of Wizards of the Coast LLC. Any similarity to actual people, organizations, places, or events included 
herein is purely coincidental. Printed in the U.S.A. ©2010 Wizards of the Coast LLC.

VISIT OUR WEBSITE AT WWW.DUNGEONSANDDRAGONS.COM

620-25385000-001 EN
 9 8 7 6 5 4 3 2 1

First Printing: 
July 2010

ISBN: 978-0-7869-5491-9

Design
Ari Marmell (lead), Scott Fitzgerald Gray

Development
Stephen Radney-MacFarland (lead),

Stephen Schubert 

Editing
Cal Moore (lead), Miranda Horner 

Managing Editing
Kim Mohan

Director of D&D R&D and Book Publishing
Bill Slavicsek

D&D Creative Manager
Christopher Perkins

D&D Design Manager
James Wyatt

D&D Development and Editing Manager
Andy Collins

D&D Senior Creative Art Director
Jon Schindehette

Art Director
Mari Kolkowsky

Cover Illustration
Ralph Horsley

Graphic Designers
Keven Smith, Emi Tanji

Additional Graphic Design
Leon Cortez

Interior Illustrations
Kerem Beyit, Zoltan Boros & Gabor Szikszai, 
Nicole Cardiff, Vincent Dutrait, Steve Ellis, 
Jason A. Engle, Warren Mahy, Vincent Proce, 
Franz Vohwinkel

Cartographer
Jason A. Engle

Publishing Production Specialist
Erin Dorries

Prepress Manager
Jefferson Dunlap

Imaging Technician
Carmen Cheung

Production Manager
Cynda Callaway

Game rules based on the original DUNGEONS & DRAGONS® 
rules created by E. Gary Gygax and Dave Arneson, and the 
later editions by David “Zeb” Cook (2nd Edition); Jonathan 
Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Richard Baker, and Peter 
Adkison (3rd Edition); and Rob Heinsoo, Andy Collins, and 
James Wyatt (4th Edition).

U.S., CANADA, ASIA, PACIFIC, 
& LATIN AMERICA
Wizards of the Coast LLC
P.O. Box 707
Renton  WA  98057-0707
+1-800-324-6496 

EUROPEAN HEADQUARTERS
Hasbro UK Ltd
Caswell Way
Newport, Gwent NP9 0YH
GREAT BRITAIN
Please keep this address for your records

WIZARDS OF THE COAST, BELGIUM
Industrialaan 1
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
+32.070.233.277



ゲームのはじめに ･･････････････････････ 4
　恐怖の歴史 ･･････････････････････････････ 4
　不死なる者の奸計 ････････････････････････ 5
　アドベンチャーの概要 ･････････････････････ 6

第1章：埋葬庭園 ･･･････････････････････ 8
　アドベンチャーのあらすじ ･････････････････ 10
　本章の始めかた ･････････････････････････ 10
　　最初の遭遇 ･･･････････････････････････ 11
　妖精の渡瀬 ･････････････････････････････ 11
　フェイワイルドでの遭遇 ･･････････････････ 12
　埋葬庭園の特徴 ･････････････････････････ 13
　　次元の交錯 ･･･････････････････････････ 13
　埋葬庭園の概観 ･････････････････････････ 14
　　『埋葬庭園』の結末 ･････････････････････ 18
　　この先の冒険 ･････････････････････････ 18
　遭遇W1：哀しみの森 ･････････････････････ 19
　遭遇G2：野営地の恐怖 ･･･････････････････ 20
　遭遇G3：苦しみの乙女 ･･･････････････････ 22
　遭遇G1：物乞う石像･･････････････････････ 24
　遭遇G4：危険な池 ･･･････････････････････ 25
　遭遇G5：時ならぬ影 ･････････････････････ 26
　遭遇G6：ゲームの相手をしろ ･･････････････ 28
　遭遇G7：闇の中の死 ･････････････････････ 30
　遭遇G8：闇の天使 ･･･････････････････････ 32
　遭遇G9：壊された墓地 ･･･････････････････ 34
　遭遇G10：奥に潜む野生 ･･････････････････ 37

第2章：影の国の墓所 ･･････････････････ 42
　アドベンチャーのあらすじ ･････････････････ 44
　　キャラクターたちが知っていること ････････ 44
　本章の始めかた ･････････････････････････ 44
　　闇が待つ ･････････････････････････････ 45
　　恐怖の直行便 ･････････････････････････ 45
　『影の国の墓所』の結末 ･･･････････････････ 46
　　出口のポータル ･･･････････････････････ 46
　　この先の冒険 ･････････････････････････ 46
　“待ち受けし都市”モイル ･･････････････････ 47
　　モイルへの到着 ･･･････････････････････ 47
　　ランダム遭遇 ･････････････････････････ 47
　　トーチャード・ヴェスティジ ･･････････････ 47
　　地形と特徴 ･･･････････････････････････ 47
　　モイルの概観 ･････････････････････････ 48
　遭遇M1：転移門の塔 ･････････････････････ 50
　遭遇M2：試練の塔 ･･･････････････････････ 52

　遭遇M3：暗黒の墳墓 ･････････････････････ 55
　遭遇M4：影の門 ･････････････････････････ 56
　影の墓所 ･･･････････････････････････････ 58
　　地形と特徴 ･･･････････････････････････ 58
　　次元の交錯 ･･･････････････････････････ 58
　　“影の墓所”の概観 ･････････････････････ 59
　遭遇S1：災いの門 ･･･････････････････････ 63
　遭遇S2：時のタペストリ ･･･････････････････ 66
　遭遇S3：黒い滝の下 ･････････････････････ 68
　遭遇S4：フェイワイルドの廃墟 ･････････････ 70
　遭遇S5：闇の実験室 ･････････････････････ 72
　遭遇S6：骨の園にかかる橋 ････････････････ 74
　遭遇S7：影の魔道装置 ･･･････････････････ 76

第3章：髑髏の都 ･･････････････････････ 82
　アドベンチャーのあらすじ ･････････････････ 84
　　キャラクターたちが知っていること ････････ 84
　本章の始めかた ･････････････････････････ 84
　　本章の結末 ･･･････････････････････････ 85
　髑髏の都 ･･･････････････････････････････ 86
　　髑髏の都での遭遇 ･････････････････････ 87
　　地形と特徴 ･･･････････････････････････ 88
　　髑髏の都の概観 ･･･････････････････････ 88
　　遭遇･････････････････････････････････ 88
　遭遇C1：まわり全部が敵ばかり ････････････ 90
　遭遇C2：護法党の奇襲 ･･･････････････････ 92
　遭遇C3：中庭での衝突 ･･･････････････････ 94
　遭遇C4：髑髏割り団との対峙 ･･････････････ 96
　隠れ家･････････････････････････････････ 98
　　闇の中の光点 ･････････････････････････ 98
　　質疑応答･････････････････････････････ 98
　“放棄された墓所” ････････････････････････ 99
　　地形と特徴 ･･･････････････････････････ 99
　　追加の遭遇 ･･･････････････････････････ 99
　　放棄された墓所の概観 ･････････････････ 99
　遭遇T1：死者の合唱 ････････････････････ 102
　遭遇T2：埋葬布に包まれた死者 ･･･････････ 104
　遭遇T3：霧の貴婦人 ････････････････････ 106
　裏切りの納骨堂 ････････････････････････ 108
　　納骨堂の概観 ････････････････････････ 108
　　ルーインブレード ･････････････････････ 109
　遭遇V1：貪り喰らう者の歓迎 ･････････････ 110
　遭遇V2：出口は上だ ････････････････････ 112
　遭遇V3：髑髏の祠 ･･････････････････････ 113
　遭遇V4：モガダムの最期 ････････････････ 114

第4章：死せる神々の墓所 ･･････････････118
　アドベンチャーのあらすじ ････････････････ 120
　　キャラクター達が知っていること ････････ 120
　　アサーラックの逆襲 ･･･････････････････ 120
　本章の始めかた ････････････････････････ 120
　最終局面･･････････････････････････････ 121
　プルトンの廃墟 ････････････････････････ 122
　　プルトンの遭遇 ･･････････････････････ 123
　　地形と特徴 ･･････････････････････････ 123
　　プルトンの廃墟の概観 ････････････････ 123
　遭遇P1：刃の試練 ･･････････････････････ 125
　遭遇P2：墜ちたるもの ･･･････････････････ 126
　遭遇P3：待ち伏せ、奇怪な嵐の下で････････ 128
　死せる神々の墓所 ･･････････････････････ 130
　　地形と特徴 ･･････････････････････････ 130
　　死せる神々の墓所の概観 ･･････････････ 131
　　アサーラックのメッセージ ･･････････････ 133
　遭遇D1：隠された寺院 ･･････････････････ 134
　遭遇D2：斃れたるエイモス ･･･････････････ 136
　遭遇D3：裏切られたテュアン ･････････････ 138
　遭遇D4：“かつて在りし神”への祈り ････････ 140
　遭遇D5：荒ぶる遊戯 ････････････････････ 142
　遭遇D6：流れこんでくる夜 ･･･････････････ 144
　遭遇D7：黒い水たまり ･･･････････････････ 146
　遭遇D8：命刈り取る者の終焉 ･････････････ 148
　遭遇D9：アストラルの魔道装置 ･･･････････ 150
　最後の対決 ････････････････････････････ 152
　　激戦の後に ･･････････････････････････ 152
　　デミリッチの追跡 ･････････････････････ 152
　　あいまいな啓示 ･･････････････････････ 152
　　追跡の長期化 ････････････････････････ 153
　　墓所での遭遇 ････････････････････････ 153
　遭遇T4：アサーラックの最期 ･････････････ 154
　冒険の結末 ････････････････････････････ 158
　　大勝利！･････････････････････････････ 158
　　成功････････････････････････････････ 158
　　敗北････････････････････････････････ 159
　　後書き ･･････････････････････････････ 159
　付録･･････････････････････････････････ 160

翻訳にあたってのおぼえがき
略号について
　本書では以下の略号を用いる。
　AC：アーマー・クラス（Armor Class）
　hp：ヒット・ポイント（Hit Point）
　XP：経験点（eXperience Point）
　gp：金貨（Gold Piece）
　sp：銀貨（Silver Piece）
　cp：銅貨（Copper Piece）
　pp：プラチナ貨（Platinum Piece）
　ad：アストラル・ダイアモンド（Astral Diamond）

単位について
　本書では英米特有の単位が多く用いられている。
　このため、単位の換算法を以下に載せる。
・重さ
　1[ポンド]＝454[g]
・長さ
　1[インチ]＝2.54[cm]＝1/12[フィート]
　1[フィート]＝30.5[cm]
　1[ヤード]＝0.914[m]＝3[フィート]
　1[マイル]＝1.61[km]＝1760[ヤード]
・面積
　1[平方フィート]＝0.0929[m2]
　1[平方ヤード]＝0.832[m2]＝1/4840[エーカー]
　1[エーカー]＝4050[m2]
　1[平方マイル]＝2.59[km2]＝640[エーカー]

・体積
　1[ガロン]＝3.79[リットル]
　1[液用パイント]＝473[cc]＝1/8[ガロン]
　1[液用オンス]＝29.6[cc]＝1/128[ガロン]
　1[立方フィート]＝28.3[リットル]
　1[立方ヤード]＝765[リットル]＝27[立方フィート]

　以上の単位はそのまま訳し、一部メートル・キログラム
法と併記した。
　この他にも稀に出てくる単位があるが、それについて
は必ずメートル・キログラム法と併記した。

あいうえお順について
　物をあいうえお順に配列するさい、長音符（ー）は直前
の母音と同じ音とみなす。たとえばハーフリングはハフリ
ンク扱いではなくハアフリンク扱い。

「以上」と「以下」について
　日本語の「以上」や「以下」は、数学的な意味では「同じかそ
れより上」、「同じかそれより下」を意味するが、日常生活では
「それより上」、「それより下」の意で使われることも多い。本書
の数字周りで「以上」や「以下」という言葉が出てくる場合、常に
「数学的な」意味で使われているものと思われたい。

おことわり
　本書に登場する個人・団体・思想・病名その他はすべ
てフィクションであり、実在のものとは一切関係ありません。
同様に特定個人や団体などを攻撃する意図はございませ
ん。あらかじめご了承ください。

目次
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ゲームのはじめに

　『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』というゲームの歴史上、デミリッチ
（体を捨てて髑髏だけになった上位のリッチ）のアサーラックほど
の恐怖をもって語られる悪役は他にほとんどいない。彼の棲み処
にまつわる伝説は、D&Dの最初期の時代から勇敢なる冒険者たち
と熱狂的なプレイヤーたち双方の間に広まっていた。それは初め
アサーラックと彼の愛してやまない悪辣な罠の数々を紹介する短
編アドベンチャーだった。だが、そのアドベンチャーの名はD&D
のすべての版に受け継がれて行った。もうお解りであろう。それ
こそが、ゲイリー・ガイギャックスによる元祖『恐怖の墓所』（Tomb 
of Horrors）である。
　そろそろ現代のゲーマー諸氏にもアサーラックの伝説を思い
知ってもらう良い頃合いだろう。
　第4版用の『恐怖の墓所』は原典のアドベンチャーの単なる焼き直
しではない。何故かって？　原典のアドベンチャーの内容は程度
の差こそあれ多くのプレイヤーに知られてしまっているし、D&D
のプレイスタイルやデザインの志向も版を重ねるうちに進化して
いるからだ：過去の作品を焼き直しただけのものを最新版と呼ぶ
ことは、第4版にとっても原典のアドベンチャーにとっても不幸な
結末しか産まないのは明白であろう。
　その代わりに、このアドベンチャーではキャラクターがアサー
ラックの現在進行中の悪だくみに介入し、かの神算鬼謀のデミリッ
チが作り上げた “恐怖の墓所” を探索する――1つでなく4ヶ所も。
ブルース・R・コーデル作のAD&D第2版用ボックスセット『Return 
to the Tomb of Horrors』（恐怖の墓所、再び）と同じく、このアドベ
ンチャーもアサーラックの伝説と、原典の発想という土台の上に成
り立っているのだ。
　我々は全力を尽くした。『恐怖の墓所』の名を冠するに相応しい
作品にできたと自負している。君と君のプレイヤーたち、そして彼
らのキャラクターたち――のうち生き残った者――が、それを認め
てくれることを祈っている。

恐怖の歴史
　アサーラックはターネムという名のバロールと、ケセスリという
名の人間の間に生まれた。ケセスリは街の住民に息子がハーフデー
モンであることを知られるのを恐れ、社会の片隅でひっそりと目立
たぬように育てていた。だが、彼が10歳になった年、それは露見し
た。群集が彼の母をリンチして殺し、家を跡形もなく焼き尽すのを、
アサーラックは見ていることしかできなかった。デーモンの血を
ひいていたおかげでかろうじて生き延びることができたアサー
ラックは、その場を逃げ出した。
　幼少期の逃避行から、優れた秘術魔法の使い手として再び歴史上
に現れるまでの彼の人生は謎に包まれている。ある者は彼は生命
のみじめさに絶望し、それから逃れるために若い頃からアンデッド
化の手段を研究し始めたのだという説を主張する。また別の伝説
によれば、彼はまだ神になる前の、リッチだった頃のヴェクナその
人に師事していたのだという。
　真実がいかなるものであったか定かではないが、再び歴史上に現
れた時、アサーラックはオルクスの信者になっていた。彼は教団の
資産を使って多数のアジトと墓所を造りあげた――その中で最も
悪名高いものが、後に“恐怖の墓所”として知られることになる。い
くつかの史料によれば、アサーラックはオルクス信者たちを己の企
みのために利用していただけで、かのデーモン・プリンスに対して
真の意味での忠誠心は持っていなかったのだという。
　この時期、アサーラックはバイル・トゥラス帝国に移り住み、
ティーフリングの間に居場所を見つけていた。ティーフリングは
デーモンではなくデヴィルと関連の深い種族だが、混血や異界の存
在の血をひく者に寛容だったのである。アサーラックの方も、彼の
出自を好意的に受け止める度量を持つティーフリングに対して、彼
がこれまで接してきたいかなる種族よりも親密に接した。彼は

恐怖の歴史

　このアドベンチャーは、最初から最後まで続けてプレイする一続きの
遭遇集という形にはなっていない。本作は君が現在運営しているキャン
ペーンの中に、アサーラックの陰謀にまつわる、レベル帯の異なる独立し
た4つのアドベンチャーを挿入して使うようになっている。言い換えるな
ら、本作の筋書きはアサーラックを単なる一回限りの敵でなく、冒険者た
ちの生涯に幾度も影を落とす因縁の宿敵として用いることを意図して作
られているのだ。君がこのアドベンチャーを“標準的”な難易度でプレイ
することにした場合、第1章は10レベル・キャラクター用、第2章は14レ
ベル・キャラクター用、第3章は17レベル・キャラクター用、第4章は22
レベル・キャラクター用となる。とはいえ、これまでに『恐怖の墓所』の
名を冠せられたアドベンチャーは、その異常な難易度の高さで名を馳せ

このアドベンチャーの使い方
てきた。もし君がその恐怖の伝説の雰囲気を再現したいのであれば、
各章を標準的難易度より2レベル低いプレイヤー・キャラクターでプレイ
してみるといいだろう。
　このアドベンチャーをプレイするためには、ダンジョンズ＆ドラゴンズの
『プレイヤーズ・ハンドブック』、『モンスター・マニュアル』、『ダンジョン・
マスターズ・ガイド』が必要になる。本書には『モンスター・マニュアルⅡ』、
『冒険者の宝物庫』、『Open Grave: Secrets of the Undead』（未訳）、
『次元界の書』、『Dragon』誌やさまざまなアドベンチャーからの引用が
ある：これらの本があれば便利ではあるが、プレイに不可欠というわけ
ではない。また、『D&Dダンジョン・タイル』と『D&Dミニチュア』があれ
ば、ゲームがいっそう面白くなるだろう。
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不
死
な
る
者
の
奸
計ティーフリングと共に暮らし、少なくとも幾分かの安らぎを感じて

いた。だが、この比較的平穏な時がいつまでも続きはしないことを
彼は知っていた。彼がリッチ化の方法を研究し始めたのはこの頃
である（君のプレイヤーたちが『シルヴァー・クロークス戦記　巨
人族の逆襲』をプレイしたことがあるのなら――まあ現行のキャン
ペーンのキャラクターでプレイしたというわけではないだろうが
――アサーラックがリッチ化する過程の、ある重大な局面で彼に手
を貸してしまっているかも知れない）。
　リッチ化に成功すると、アサーラックはオルクスへの奉仕をやめ
た。これは彼の信仰が最初から方便に過ぎなかったことの明白な
証拠である。彼は己の墓所に閉じこもり、長い年月を研究と、究極
の勝利を手にする準備のために己の力を磨き上げることに費やし
た。やがて、彼のアンデッドの肉体は崩れ去り、アサーラックはデ
ミリッチ――自律行動する頭蓋骨――になったが、それでもまだ彼
の準備は終わっていなかった。
　アサーラックはゆっくりと自分の墓所に大いなる財宝が眠って
いるという噂を広めていった。彼は自分の墓所、シャドウフェルに

　智慧ある者たちは、死者の魂に根源的な力が秘められていること
を知っている。長きに渡って、レイヴン・クイーン、オルクス、ヴェ
クナは神々さえ通り抜けることの叶わぬ死の帳

とばり

の向こうに何があ
るかを知るために――あるいは、せめて魂や帳の向こう側にあるエ
ネルギーの流れだけでも支配し、自分の目的のために利用できぬも
のかと――この力を巡って争ってきた。
　虎の縞は死しても変わらずのことわざ通り、アサーラックもまる
で変わってはいなかった；彼は以前と変わらず、全世界を支配する
力を得る強力な儀式を執行せんと企んでいる。しかしこのデミリッ
チは神格たちと張り合うより良い方法を知っていた。彼は定命の
存在の魂を奪い合うのは神々とデヴィルに任せ、神的存在の魂の中
に自分の求める力を探した。
　アサーラックは、神々も死ぬことを歴史的事実として知ってい
た：戦神テュアンは兄弟であるベインに殺された；かつてネルル
が座していた玉座に現在座しているのはレイヴン・クイーンだ；
エイモスはオルクスとデモゴルゴンとリモンによって倒された；
万物を見通す者セムエトの遺体にはカブ・アスラと呼ばれる彼方
の領域の存在が棲み着いている；そしてもちろん、“かつて在りし
神” はアスモデウスの反乱で弑逆された。かれら、および時の彼方
に忘れ去られた他の神々の事例が明らかに示しているのは、永劫の
存在とされる神々も、実のところ永劫に存在し続けるとは限らない
ということである。そして、その事実はかれらがアサーラックに
とって力を引き出す対象たり得ることを示していた。神々の霊が
死後に定命の存在と同じ道を辿るかどうかは誰にもわからない。
しかし、かれらがありし日に持っていた力はいまだに残っている筈
であり、このデミリッチはその力を我が物にしようと決めたのだっ
た。
　アサーラックは何年もの時をかけて、自身を調整し、いくつもの
儀式を執行し、星辰が相応しき位置に至る時を確認し、複数の壮大
な魔道装置を建造した。これらの魔道装置は単なる機械ではなかっ
た。魔道装置本体およびそれを取り巻くダンジョンには、錬金術的
および秘術的な性質の機構も含まれ、さらにそれらの複雑な構造は
特定のパターンを描くように構築されているばかりか、内部の表面

は数千もの秘術のルーンで覆われていた。これらはすべて、たった
ひとつの目的――アサーラックに奇怪なエネルギーを供給するだ
けのために造られたのだった。
　各魔道装置の周囲には多数の罠とパズルとモンスターが配置さ
れた。これは煩わしい馬鹿ども、とりわけ過去に幾度も辛酸をなめ
させられてきた冒険者の輩が魔道装置の本当の用途に気付かぬよ
うにするためだった。結局のところ、これがアサーラックのいつも
通りのやり方なのである。
　時が至れば、ダンジョンの一部として造られたこれらの魔道装置
は大量の次元的エネルギーを集め、アサーラックは歴史上の死せる
神々の残留エネルギーを吸収できるようになるだろう――そして
アサーラックがその力を我が物とした時いったい何が起きるのか
は、生ける神々にすら予想はつかない。

詩とパズル
　ところで、アサーラックは誰かに計画を邪魔されないようにと、これほ
どまでに躍起になって対策を講じているわけだが、それならば何故に
彼は妨害してくる冒険者に見つけてくれと言わんばかりに詩や手がか
りを残していくのだろう？　ダンジョンにパズルを詰め込むくらいなら、
完全に封印してしまう方が良いのではないか？
　ありていに言えば、アサーラックは狂っているのだ……そもそもの始
めからずっと。彼は神にも等しい力を持ち、デヴィルの中で最も悪魔的
な者にも匹敵する陰謀家である。だが、彼の魂の奥底には、あまりに
も深くに隠れていて彼自身も気付いてはいないが、自分を酷く虐げたこ
の世界そのものに対し怒りを募らせる、幼いカンビオンの少年の心の
傷が埋もれているのだ。アサーラックは単なる勝利では満足できない；
「私はチャンスをくれてやったのに、愚かな貴様はそれでも私を倒すこと
ができなかったほどの愚か者なのだ！」と罵倒しながら自分の優越性を
証明せねばならないのだ。彼の傲慢も、彼が残していく手がかりやヒン
トも、すべてはこのたった1つの抗いがたい衝動に起因しているのであ
る。

ある死のたちこめる都モイル、および自分のポケット次元界にある
“結末の砦”（Fortress of Conclusion）に、ある仕掛けを施していた。
アサーラックは世界最高の英雄たちの魂を使って効果を高めた儀
式を行なうことによって、あまねく諸次元界のアンデッドすべてを
支配するとともに、真の不死性を獲得し、生きとし生けるものすべ
てに彼が受けたのと同じ苦痛を与えることができるだけの力を得
ようと目論んでいたのだ。
　しかし、それは失敗した。アサーラックは彼の墓所に最後に挑ん
だ冒険者グループが、彼の企みをくじく実力を持っていようとは夢
にも思わなかったのだ。デミリッチの儀式は妨害され、魂のエネル
ギーを蓄えていた装置は破壊され、アサーラックは跡形もなく消滅
させられた――彼の精髄の残滓は次元界の合間の虚無を漂うだけ
の、無力で何もできない存在に成り果てた。
　誰もがそう信じていた。
　数十年の時がかかりはしたものの、アサーラックは意志の力だけ
で自分の物質的形態を再構築した。そして、その間に以前よりさら
に強大な力を得るべく、新たな企みを練っていたのだった。

不死なる者の奸計
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　このアドベンチャーは各章がそれぞれ異なる地域どころか別の
次元界が舞台になっている。アサーラックは彼が求める途方もな
い力を効率的に収集、制御するために、複数種のエネルギーを引き
出さねばならない。フェイワイルドからは自然と生命そのものの
精髄を集めている。これは彼が将来、神の力を取り込んだ時に、そ
の力をより容易に体内に保ち続けられるようにするためである。
シャドウフェルからは死と霊のエネルギーを集めている。これは
神の力と彼のアンデッドの身体とを結びつけるために使う。荒廃
したアストラルの領界にして、かつてネルルの領域だったプルトン
では、周囲のアストラル海から死せる神々の力を集めている。
　現時点でアサーラックがフェイワイルドとシャドウフェルに
持っているつながりを断ち切っても、彼の儀式の完成を止めること
はできない――彼はすでに充分以上のエネルギーを集めている上
に、双方の次元界に予備の施設を用意しているからだ。予備の施設
は主要な墓所に劣りはするものの、儀式の崩壊を防ぐ程度の機能は
ある――とはいえ、主要施設の喪失はアサーラックの企みを遅滞さ
せる効果はある。というのも、彼は神々のエネルギーの制御により
多くの手間をかけねばならなくなるからだ。
　アサーラックの計画を見抜き、阻止するまでの物語は、全4部のア
ドベンチャーになっている。
　第1章：埋葬庭園は、プレイヤー・キャラクターたちがある地方
の野生生物やフェイのふるまいに異変が生じていることを調査す
るところから始まる。フェイワイルドへの旅の後、キャラクターた
ちはフェイの墓碑であるケルンの石を用いて築かれた墓所を調査
することになる。戦いながら調査を進めるうち、彼らは自分たちが
何らかの強力な存在に首を突っ込み、そしてそれを邪魔してしまっ
たことに気付くが、その存在が何者なのかはわからない。
　第2章：影の国の墓所で、キャラクターたちはアンデッドの蔓延
を調査する一環としてシャドウフェルにあるモイルの都に向かう。
“待ち受けし都市” モイルは死霊エネルギーの泥沼にゆっくりと沈
みつつある。キャラクターたちはこの死霊の泥濘のかげにもう1つ
の墓所があることに気付く。墓所での冒険を経て、キャラクターた

ちはこの繰り返し登場する敵の正体が、かの悪名高きリッチのア
サーラックその人であることを知る。
　第3章：髑髏の都において、キャラクターたちはアサーラックの
企みの調査を続行し、かのデミリッチの計画の手がかりを探るため
に元々の“恐怖の墓所”を訪れる。キャラクターたちは迷宮のように
入り組んだ市街と、さらに複雑怪奇な街の派閥抗争を切り抜けねば
ならない。適切な質問を通じて正しい手がかりを追っていくうちに、
キャラクターたちはアサーラックが成し遂げようとしていること
の真実を知る。さらに彼らは、墓所が今では放棄された遺跡となっ
ていることを発見する。かのデミリッチは悪逆非道な目的のため
に墓所の魔力を吸い尽してしまったのである。
　第4章：死せる神々の墓所は砕け散った領界プルトンが舞台とな
る。キャラクターたちは以前のアドベンチャー（君が他に内容をリ
ンクさせたアドベンチャーを挟んでいるなら、それも）で得た手が
かりをもとに、アサーラックの本拠地に向かう。この恐るべき領界
の住人たちと戦いつつ、キャラクターたちは儀式を止めるべくア
サーラックと戦う。しかし儀式の妨害に成功したとしても、そこで
終わりではない。アサーラックの本当の身体がまだ見つかってい
ないからだ。キャラクターたちは最後の追跡を行なわねばならな
い。そして彼が弱っているうちに決戦を挑み、彼の悪行に終止符を
打つのだ。

次元の交錯
　フェイワイルドとシャドウフェルとプルトンの墓所、そして最初
の “放棄された墓所” はいずれもアサーラックが吸い上げているエ
ネルギーにリンクしている（“放棄された墓所”の場合、そのエネル
ギーはすでに吸収されてしまっている）。いずれかの墓所の中で〈魔
法学〉判定による“魔力感知”に成功したキャラクターは一瞬、他の
いずれかの墓所のイメージを幻視する可能性がある。加えてそれ
ぞれの墓所の1箇所以上の区域は他の次元界に存在している。（た
とえば、フェイワイルドにある特定の建物の中に入ると、キャラク
ターたちは一時的にシャドウフェル、プルトン、あるいは“放棄され
た墓所”にある類似の構造物の中へ一時的に飛ばされる）。各章には、
これらの幻視（および他の墓所）に関する情報が記されている。

　このアドベンチャーは、長期キャンペーンの合間に挿入する継続的な
物語として使用でき、またそのように使うことを念頭に置いて作られてい
る。しかし、君は各章を大きな物語にリンクさせることなく、自己流にアレ
ンジした単発のアドベンチャーとして使うこともできる；君がすべき変更
は、別な敵役とその動機をこしらえるか、アサーラックの現在の動機を修
正するだけである。
　各章はあらすじと物語の導入から始まる。次にアドベンチャー全体の
概観、続いて各遭遇エリアの解説がある。そして章の最後には“キャラク
ターが目にしているもの”としてプレイヤーたちに見せるためのイラストが
ある。またポスター・マップが1枚付属している。これは『D&Dミニチュア』
を使用するのに適した縮尺で、アドベンチャー中の遭遇の舞台を描いた

このアドベンチャーの使い方
マップである。
　DMたる君はアドベンチャー全体を少なくとも1回は最初から最後まで
通しで読んでおくべきだ。全てを一読しておかなければ、各所に散りば
められた秘密や手がかりを把握できないからだ。最低限、君は第1章の
冒頭と概略の項目を熟読し、各イベントをどう運営するかについて明確
なイメージを固めておかねばならない。まずは最初の数回分の遭遇を
読み込もう。その後の遭遇は、キャンペーンの進み具合に応じて読み込
んで行けば良い。君のキャンペーンが各章の適正レベルに近づいてく
るたびに、このプロセスを繰り返そう。開始の準備が整ったら、現在進
行中のキャンペーンの中でプレイヤーたちに冒険の導入をいくつか提示
し、このアドベンチャーを始めよう。

アドベンチャーの概要
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ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
の
概
要どんなとき経験点が入るか

　このアドベンチャーの遭遇には、技能チャレンジと戦闘のどちら
でも解決できるものがある：こうした遭遇でキャラクターが獲得
する経験点は、技能チャレンジの成功か、戦闘の勝利によるものの
どちらか1つだけであり、両方を与えてはならない。これは同一の
遭遇から二重に経験点を得ることがないようにするための措置で
ある。
　同様に、一部の章ではキャラクターが敵を尋問する際に、捕虜か
らでもその死体から（スピーク・ウィズ・デッドの儀式を使って）
でも情報が得られるようになっている。キャラクターたちは尋問
を行なう合理的な理由がある場合のみ、それによる経験点を得るこ
とができる。たとえば、ある遭遇でキャラクターが複数の敵を捕虜
にしたとする。彼らはそのうちの1体を尋問して必要な情報をすべ
て入手した。この場合、2人目の捕虜を尋問して同じ情報を得たと
しても、もう一度経験点を得ることはない。

思考の迷路
「このダンジョンには戦うべきモンスターよりはるかに多くのト
リックと罠が仕掛けられている」ゲイリー・ガイギャックスは原典
の『恐怖の墓所』（Tomb of Horrors）でこう記している。「これは思
考を楽しむ人のためのモジュールである。君のグループが戦闘と
殺戮を楽しむ部類の集まりであるなら、彼らは不幸になるだろう」
　『恐怖の墓所』と題されたアドベンチャーどれも、はキャラクター

だけでなくプレイヤーに対しても難問を突きつけることでよく知
られている。問題を解決するにはダイスをロールするのでなく、プ
レイヤー自身がわずかな手がかりをもとに思考を巡らせ、厄介な仕
掛けの抜け道を見つけ出さねばならないのだ。
　この種の挑戦なくして『恐怖の墓所』を名乗ることはできまい。
このアドベンチャーの各所で、君はキャラクターの立場だけでなく
プレイヤーの立場で頭をひねらねばならないパズルに出会うこと
だろう。
　とはいえ、このようなプレイスタイルに慣れているプレイヤーば
かりではない。君のプレイヤーたちが完全に行き詰まってしまっ
た場合、あるいは思いつく限りのことを試したがゲームの進行が止
まってしまった場合、技能判定を行なわせることも考えてみよう―
―パズルの答えを教えるのでなく、ヒントを与えるために。たとえ
ば、埋葬庭園の場所13にいるキャラクターたちが、以前に場所9で
見た日時計のことを思い出せなかったなら、【知力】判定をやらせ
てみよう。成功したら「壁の数字は君たちが以前見た日時計に彫刻
されていた数字にそっくりだね」と教えてあげるのだ。
　この種の判定の難易度は、その遭遇のレベルにおける“通常”の難
易度にすべきである（『ダンジョン・マスターズ・ガイド』P.42参照）。
このようなヒントはプレイヤーが本当に行き詰まった時に、かつグ
ループが望んだ時にだけ与えること；プレイヤーの中には自力で
成功するのを好み、DMからヒントをもらうよりも失敗を受け入れ
た方が良いと思う人もいるのである。

　元祖『恐怖の墓所』（Tomb of Horrors）は過剰なまでに危険なこと
で知られていた。罠や仕掛けの数々は、まったくもって情け容赦なく、たっ
た一度の選択ミスやダイス・ロールの不運で簡単にキャラクターが死ん
でしまう。このようなプレイスタイルはほとんどのゲーマーに（とりわけ戦
闘を好むタイプのプレイヤーに）不評だったが、こうした挑戦を心から楽
しんだプレイヤーもいた。
　このアドベンチャーを書いてある通りにプレイしても、ちっとも歯ごたえ
がない。そんなふうに感じるなら、以下のような変更を加えることを検討
してみよう。これらはルールによってゲーム・バランスをとることを放棄し
た変更であり、キャラクターの大量死が発生することを覚悟しておく必要
がある――君のグループの参加者全員がこういう遊び方をすることに同
意したのでない限り、絶対に以下のルールは使わないこと。
　プレイヤーの技量のみ：キャラクターがなぞなぞやパズルを解く際に、
【知力】判定や技能判定を許可しない。プレイヤーたちに解決法が見つ
けられないなら、彼らはそこで行き詰まる。この方式をとる場合、DMは
キャラクターが死んでいないのにこれ以上冒険を続けることができない
という、泥沼のような状況に陥るリスクを覚悟せねばならない。とはいえ、
これは原作のアドベンチャーらしい雰囲気を醸し出してくれるだろう。
　罠のダメージを増やす：罠や危険要因がダメージを与える場合、そ
のダメージを1.5倍にする。これはモンスターには適用しないこと、ただ
し、罠やパズルや技能チャレンジの結果として召喚ないし創造されるモ
ンスター（P.26の遭遇に登場するマッド・レイスなど）には適用する。こ
うしたクリーチャーは基本的に罠の一部なので、それが与えるダメージも
大きくなるように修正するのだ。
　回復：このアドベンチャーのダンジョンの一部には、すでに休憩に関

即死級の危険を楽しむ
して制限が設けられているが、DMはアサーラックの墓所に満ちる死霊
エネルギーやその他の魔法のせいで治療や回復が困難になっているこ
とにしても良い。もしキャラクターが埋葬庭園、“影の墓所”、あるいはプ
ルトンのどこかで大休憩をとる場合、それらの場所で大休憩を1回取る
たびに回復できる回復力使用回数が1ずつ少なくなる。たとえば、最初
に大休憩をとった後は（1日の回復力使用回数－1）までしか回復せず、
2回目の大休憩の後は（1日の回復力使用回数－2）までしか回復しない
という具合である。
　また別の案として（あるいは上記の制限にさらに追加するものとして）、
これらの場所で大休憩をとったキャラクターは、休憩後にアクション・ポ
イントを得ることができないことにしても良いだろう。
　速やかなる死：アサーラックの手下や墓所にかかっている魔法と死
霊術のため、本書で解説される場所のいずこかでヒット・ポイントが0以
下になったキャラクターは、死亡セーヴィング・スローに3回より少ない
回数の失敗で死亡してしまう。死の危険度を高めるために、死亡セーヴィ
ング・スロー失敗回数2回で、あるいはプルトンにいる間は1回でキャラ
クターが死ぬようにするのだ。
　魂吸収の恐怖：ルール上、アサーラックが持つドレイン・ソウル
（Drain Soul：『Open Grave』P.201）のパワーによって魂が破壊され
たクリーチャーも、依然としてレイズ・デッドの儀式で生き返らせることが
できる。アサーラックと彼に仕えるクリーチャーはこのアドベンチャーの
各所でドレイン・ソウルのパワーを使ってくる。しかしDMは、このパワー
によって魂を破壊されたクリーチャーはレイズ・デッドの儀式では、ある
いはいかなる復活手段を用いても、生き返ることができないということに
しても良い。
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 第1章│埋葬庭園

第1章

埋葬庭園

　死せる神々の力を奪い、不死の姿を強化する死霊エネルギーをか
き集めても、アサーラックの計画を成就させるためにはまだ足りな
い。これらの力を完全に吸収して制御し、現実世界そのものの支配
者となるために、かのデミリッチは大自然と生命のエネルギー、す
なわちこの世界の精髄を手に入れなければならないのだ。
　かくしてアサーラックはフェイワイルドを訪れた。キャラクター
たちはこの場所においてアサーラックの策謀に――そうとは知ら
ぬまま偶然にも――首を突っ込むことになる。
　第1章は定命の世界から始まる。キャラクターたちは（フェイと
の遭遇はへんてこなのが普通だとはいえ）奇怪なフェイとの遭遇を
体験する。その直後、もしくは別の冒険を終えた後、キャラクター
たちは“妖精の渡瀬”を通じてフェイワイルドに運ばれる。彼らはこ
の領域において、いくつもの困難やパズル――ここのフェイたちお
よびアサーラックが配置したものだが、この時点では背後にアサー
ラックがいることを知る余地は無い――を切り抜け、埋葬庭園にあ
る墓所の中心部にたどり着かなければならない。墓所に入ったキャ
ラクターたちはここで初めて、自分たちが単なる一過性の出来事で
はない大掛かりな何ごとかに関わっていることに気づくだろう。
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アドベンチャーのあらすじ

　この埋葬庭園でのイベントは、10レベルのキャラクターを想定
したものである。ただしこれは、君が標準または少し難しめのアド
ベンチャーをプレイしようとしている場合の話だ。君がもし、『恐
怖の墓所』の名を冠するにふさわしい過酷な挑戦を求めているのな
ら、8レベルまたは9レベルのパーティでプレイすることも検討し
てみよう。
　注意：勘が鋭く経験豊富なプレイヤーであれば、本章に散りばめ
られたいくつかのヒントに気づくかもしれない。しかし、キャラク
ターたちは第2章に入るまで、アサーラックの名前や彼の関与を示
す手がかりを手に入れることはない。フェイたちは誰一人として
――アサーラックに仕えている者すら――アサーラックの名を知
らない。アサーラックの名前をDMの口から漏らしたり、その他文
中にある以外のヒントを与えてしまわないよう気をつけること。
さもなくば、せっかくの驚きが台無しになりかねない。

背景
　埋葬庭園は“黄昏の宮廷” 内の派閥の1つである“静寂の間”の者た
ちが死後を過ごす場所であった（黄昏の宮廷／Gloaming Courtは
Dragon誌382号の『Power Play:Arcane’ s Gloaming Path』（英語）で
登場したフェイの宮廷の1つ）。フェイたちが埋葬された場所には
1人1つずつケルンが積まれており、そのせいもあってこの庭園は
冒しがたい雰囲気に包まれていた。この庭園は何百年もの間、静寂
の間のフェイたちにとって最も神聖な場所であり続けてきたので
ある。
　そしてこの場所は、アサーラックの目的にも完璧に合致していた。
フェイワイルドの自然のエネルギー、墓所の死と腐敗の精髄、そし
て黄昏の妖精族の魔法が、この地において渾然一体となっているの
だ。かのデミリッチ自身にも、この場所より優れた環境を構築する
ことはできなかっただろう。
　アサーラック配下のアンデッドたちの侵攻に対して、静寂の間の
フェイたちは抗するすべを持たなかった。移り気で日和見的な幾

前兆
　この章をプレイするよりも数レベル前の時点で、大掛かりな何かが近
づいているという気配――今までよりも過酷な困難の前兆――を示す
ためのヒントを提示することを考えてみよう。
　たとえば、キャラクターたちは次のような噂を耳にする。これまでその
ような事件が起きたことの無い場所で、フェイたちが、さらにはごく普通
の森のクリーチャーたちまでもが、旅人や近くの小規模な居住地を襲撃
しているというのだ（これらの攻撃は、アサーラックが聖なるケルンを穢
したことによって、静寂の間のフェイたちに狂気が蔓延していることに由
来している）。
　また、キャラクターたちの周辺地域においては、妖精の渡瀬や、部分
的な“次元滑り”（『次元界の書』P.14参照）が頻繁に発生するようにな
る。
　最後に、『遭遇W1：哀しみの森』をキャラクターたちがフェイワイル
ドに入る直前に配置する代わりに、彼らが埋葬庭園に向かうよりも1つ
か2つ前のアドベンチャーの中に組み込むことを考えてみよう。この遭
遇は来るべき出来事の気配を感じさせることができるだろう……。

人かのフェイたちは侵略側のアンデッド勢に加わり、同胞に刃を向
けた。他のフェイたちは神聖な墓所が穢されたことに怒り狂い、狂
乱の殺人鬼と化した。苛烈だが実り無き戦いの後、静寂の間の者た
ちは命の保障と引き換えに、この庭園の支配権をアサーラックに譲
り渡した。そして庭園は悪夢のごとき場所に作り変えられた。
　アサーラックに仕えるアンデッドおよび彼に呪縛されたフェイ
たちは、主の意に沿って埋葬庭園を改造していった。ケルンは掘り
起こされて運ばれた。その一部は石材として使うために解体され、
破壊された彫像やオベリスクと組み合わせて新たな建造物の材料
になった。石壁が築かれ、何千もの神秘的なルーンが刻まれた。ア
サーラックは10種類以上の儀式を行ない、周辺からエネルギーを
吸い集めてアサーラックの元に送るという力を、建て直された建物
に吹き込んだ。また、デミリッチの壮大な住居には必要不可欠な、
無数の罠や試練も配置した。

本章の始めかた
　キャラクターたちを埋葬庭園でのアサーラックの策謀に関わら
せるために使える導入を、以下に2つ示す。

導入：襲われたキャラバン
　なじみの都市または町を訪れたキャラクターたちは、旅の商人に
関する噂を耳にする。この商人は何ヶ月もの間、定期的にキャラバ
ンを組んで地元の共同体の間を行き来しては物資を流通させてい
た。このキャラバンは大きな街道を通る上に距離も短く、今までは
たいした危険もなかったので、時々出没する野盗への備えに数名の
護衛を雇うだけで事足りていた。
　だが、最近出発した2組のキャラバンはいずれも目的地に着かな
かった。何らかの変化が生じたのだ――このルートが以前よりも
はるかに危険になるような何かが。キャラバンによる交易なしでは、
この商人はまもなく破産してしまう。そしてこのキャラバンが行
き来していた都市や町も物質が欠乏し始めるだろう。何が起きた
のかを探り出し、街道の安全を確保することができれば、この商人
および街の権力者たちは大いに感謝するに違いない。
　あるいは、商人から行方不明になったキャラバンの捜索を依頼さ
れるのではなく、キャラクターたちが街道を旅している途中でキャ
ラバンの残骸――壊れた荷馬車、乱雑にぶちまけられた道具類、そ
していくつかの死体――に出くわすことにしてもよい。見つかる
生存者は1人だけで、瀕死の重傷を負っている。彼の命をつなぎ止
めることができたなら、「この襲撃の原因を突き止め、これ以上の
被害が出ないよう襲撃者をしかるべく処置して欲しい、謝礼は充分
に払うから」と依頼されることになる。

クエスト：交易路の安全を確保せよ
　11レベルの主要クエスト（3,000XP）
　このクエストを達成するためには、埋葬庭園の場所28にある“フェイ
の魔道装置”を破壊して、狂ったフェイたちの脅威を終わらせなければ
ならない。キャラクターたちはまた、金銭的な報酬として700gpを受け
取る。

本章の始めかた
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妖
精
の
渡
瀬導入：異界からの使者

　“静寂の間”のフェイたちの皆が皆、自分たちの聖なる土地をアン
デッドの侵略者どもに明け渡したことを納得しているわけではな
い。だが納得していない者たちといえども、侵略者に正面から刃向
かうことはできない。そんなことをすれば侵略者と交わした協定
を破ることになり、アサーラックの怒りを買うことは必定だからだ。
　とある晩、野営しているキャラクターたちは突然のそよ風を感じ
取る。背は高く、血の気の無い肌、烏の濡れ羽色の髪、ルーン文字が
揺らめき光る革鎧を身につけたエラドリンの男性が、近くの木陰か
ら歩み寄ってくる。彼は武器を持っていないことを示すために手
の平を見せて両腕を上げ、エルフ語で話しかけてくる。

　「初めまして、見知らぬ方々。我々の間には友情が築けると信じ
ています。皆さんの活躍は聞いていますよ。これは誇りに思われ
るべきことです。何しろ私の家はここからずっと遠くにあって、よ
ほど偉くないかぎり定命の存在の名前がこちらまで届くことはな
いのですから。
　私たちとあなた方、どちらの民にとってもたいへん重要な話をす
るために私はここに来ました。私の話を聞いていただけますか？」

　キャラクターたちが彼と話をすることに合意したなら、このエラ
ドリン（名をパイリアスと言う）はかつて自分たちの聖なる土地で
あり墳墓の地であった埋葬庭園のことを話す。そして、その場所が
邪悪な侵入者に占拠され、穢されて作り変えられた結果、多くの
フェイたちは気が狂い、残りの者たちは奴隷にされてしまったのだ
と語る。この穢れの影響は定命の世界のこの地方にもまもなく及
び始めるだろう（あるいはすでに影響し始めているかもしれない）。
だが、パイリアスの仲間たちは怯えきっていて戦う力が無いので、
キャラクターたちの助けが必要なのだ。

クエスト：庭園を奪還せよ
　11レベルの主要クエスト（3,000XP）
　このクエストを達成するためには、埋葬庭園の侵略者どもを撃破し、
庭園からアンデッドの影響を拭い去らなければならない。キャラクター
たちはまた、金銭的な報酬として700gpを受け取る。

最初の遭遇
　キャラクターたちが森の中を捜索し始めた理由が何であれ、彼ら
が最初に出会うのは狂ったフェイたちである。

　キャラクターたちが問題の土地周辺の森の中を探険し始めたなら、
以下の文章を読み上げること：
　最初の内は、何もおかしなことはありませんでした。森の中の道
を進んで行く足の下で枯葉がカサカサと鳴り、木の枝葉が皆さんの
顔にちらちらと影を落とします。遠くの方から鳥や動物のかすか
な声が聞こえます。ここに何か危険なものがあるとしても、その何
かはずいぶんと上手く身を隠しているのでしょう。

　P.19の『遭遇W1:哀しみの森』を見よ。

妖精の渡瀬
　最初の遭遇を終えたキャラクターたちを妖精の渡瀬に連れて行
く道筋はDMに任されている。数回の〈自然〉または〈知覚〉の判定（あ
るいは短めの技能チャレンジ）を行なわせてもよい。探索の途中に
いくつかの遭遇を追加してもよい。最初の遭遇が起きた場所のす
ぐ近くに妖精の渡瀬があることにしてもよい。いずれにせよ、妖精
の渡瀬を見つけること自体を難しくしすぎてはならないし、時間を
かけ過ぎるべきではない。

　キャラクターたちが初めて妖精の渡瀬に近づいた時点で、以下の文
章を読み上げること：
　皆さんを取り囲んでいた森の中のさまざまな音が変わり始めま
す。最初はかすかな変化でしたが、やがて明らかに違いが感じられ
るようになります。鳥たちの歌声や木の葉のこすれあう音が、意味
を持った言葉として聞こえて来たのです。
　皆さんの前方に、何本かの木が密集して、他の木々から孤立した
かのような木立をなしている場所があります。この木立の枝はも
つれ合って融合し、2頭の馬が並んで通れるほどの大きさのアーチ
門を形作っています。

　〈自然〉、〈宗教〉、または〈魔法学〉判定
　難易度16：ここに魔法の力が働いているのを感じます。枝のアー
チはそよ風に吹かれているかのようにかすかに揺れていますが、風
はまったく吹いていないのです。森の中は晴れ渡っていますが、
アーチの向こう側は常に薄いもやがかかっていてよく見えません。
このアーチの向こう側は、間違いなくどこか別の場所なのでしょう
――ひょっとしたら、別の世界かもしれません。

　キャラクターたちが何らかの足跡を辿ってここにたどり着いた
場合、その足跡はアーチの中に続いている。

　キャラクターたちが妖精の渡瀬に入ったなら以下の文章を読み上げ
ること：
　皆さんの体に、急に落下し始めたかのようなガクンという衝撃が
走ります。しかしこの感覚は、身構えた瞬間に消え去ってしまいま
す。気がつくと、そこは生い茂る草むらの中を走る細い道の上です。
大気は緑の香りに満ちています。木々は頭上高くそびえ、枝や幹の
間にはツタや葉が濃く生い茂っています。あらゆるものが不自然
なまでにはっきりと見えます。色彩は明るく鮮やかに、音はくっき
りと鋭く、そしてあらゆる物事は――他に言いようがないのですが
――より“本物らしく”感じられます。

　〈自然〉、〈宗教〉、または〈魔法学〉判定
　難易度16：疑いの余地はありません。こういった現象は以前に
も聞いたことがあります。皆さんがいる場所はもはや定命の世界
ではなく、フェイワイルドなのです。

　このアドベンチャーの基本的な設定では、この妖精の渡瀬は双方
向である――狂えるフェイたちはここを通って定命の領域にやっ
て来たのだ。したがって、キャラクターたちは埋葬庭園での冒険を
終えた後に帰り道の心配をする必要はない。ただし、その次のアド
ベンチャーの舞台もフェイワイルドにしたいのであれば、キャラク
ターたちが場所28の “フェイの魔道装置” を破壊した時点でこの門
も崩壊し、キャラクターたちは帰るための手段を探さなければなら
なくなるということにしてもよい。

妖精の渡瀬
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フェイワイルドでの遭遇

　埋葬庭園は危険な場所だが、さらなる危険を追加する余地がない
わけではない。キャラクターたちが妖精の渡瀬から庭園に行く途
中で何らかの敵に遭遇することにしてもよいし、庭園内の空き部屋
に追加の戦闘遭遇を設定してもよいし、君が好きならワンダリン
グ・モンスターを登場させることもできる。さらに、キャラクター
たちがフェイワイルドの庭園外の地域を探険しようとする可能性
もある。また、キャラクターたちがいくつかの遭遇を飛ばしてし
まった場合には、以下の遭遇を追加することで与える経験点の総量
を調整することもできる。

アサーラックの奴隷たち
　アサーラックの魔力と支配力によって、もとから埋葬庭園にいた
生きたフェイたちすべて（“この世界” にやって来る者たちも含む）
は以下の追加のパワーを有している。
　アサーラックス・スレイヴのパワーは、これを有するクリー
チャーのヒット・ポイントが0以下になったとしても、殺されずに
気絶させられた場合（『プレイヤーズ・ハンドブック』P.295）にはト
リガーが発生しないことに注意。

アサーラックス・スレイヴ／アサーラックの奴隷
トリガー：このフェイ・クリーチャーのヒット・ポイントが0に減少し、殺される。
効果（即応・対応）：このフェイ・クリーチャーは倒れない。アンデッド・キ
ーワードを獲得し、次の自分のターンの終了時まで戦い続ける。

　キャラクターたちが初めてアサーラックス・スレイヴのパワーを目
にした時点で、以下の文章を読み上げること（そのフェイが体や眼球を
持たない場合はうまく言い換えること）。
　敵の体がぶるぶると震えたかと思うと、がくりと崩れ落ちます―
―ただし、地面に倒れこむのではなく、見えない紐に吊るされてい
るかのように身をかがめた姿勢で固まるのです。首を持ち上げて
皆さんをにらみつける目は空ろで、眼球はひっくり返っています。
大きく開きっぱなしの口や指の先端から、薄い灰色の怪しい霧が漏
れ出しています。

遭遇の例
　キャラクターたちのフェイワイルドでの体験に彩りを添えるた
めに、以下の4種類の遭遇を使ってみよう。そのまま使用してもよ
いし、君の好みで手を加えてもかまわない。

喰う者と喰われる者
10レベルの遭遇（2,600XP）
� 奴隷化された黄昏のユニコーン 1体
 　（12レベル　精鋭　制御役、『モンスター・マニュアル』P.254、
アサーラックス・スレイヴを追加）

� 奴隷化されたディスプレイサー・ビースト 3体
 　（9レベル　遊撃役、『モンスター・マニュアル』P.140、アサー
ラックス・スレイヴを追加）

　このクリーチャーたちは元々獰猛な敵であるが、庭園の穢れの影
響でさらに凶暴化して荒れ狂っている。彼らは1個の狩猟者の群れ
をなし、出くわした命持つ者を皆殺しにして喰らい尽くすことしか
頭にない。

噛み潰す大顎
11レベルの遭遇（3,000XP）
� ボグ・ハグ 2体
 　（10レベル　遊撃役、『モンスター・マニュアル』P.206；《騎
乗戦闘》特技を持っているものとして扱うこと）

� フェイマイア・クロコダイル 2体
 　（10レベル　精鋭　兵士役、『モンスター・マニュアル』P.81；
［乗騎］キーワードを追加、標準アクションとして以下の［乗騎］
パワーを使用できる）

 M リスキー・ガルプ／危険な丸呑み�遭遇毎
必要条件：このクロコダイルに10レベル以上の友好的な乗り手が騎乗してい
ること。
効果：このクロコダイルは1体のクリーチャーにスワロウを使用する。そのクリ
ーチャーは重傷でなくともかまわない。

　この恐るべき姉妹は狂気の蔓延を感じ取り、これを調査するため
に近くのフェイワイルドの沼地から乗騎にまたがってやって来た。
初めて遭遇した時、彼女たちはキャラクターたちを侵略者と思い込
んでいるが、話し合いの余地がないわけではない。

フォモール王の目
10レベルの遭遇（2,750XP）
� キュクロプスのうろつき屋 1体
 　（14レベル　遊撃役、『モンスター・マニュアル』P.67）
� キュクロプスの衛兵 7体
 　（14レベル　雑魚、『モンスター・マニュアル』P.66）

　他のフェイワイルドの住人たちも埋葬庭園が穢されたことに気
づいていた。黄昏の宮廷の静寂の間の者たちに対しては欠片も愛
が無いとはいえ、この力ある者たちは自分の身を守るために、そし
てあわよくば自分の利益につなげるために、この場所で何が起きて
いるのかを把握しようとしている。フォモールの王の1人はキュク
ロプスたちを派遣し、庭園を調査して報告を持ち帰るよう命じた。
このキュクロプスたちは、ここで出会うよそ者――たとえばPCた
ち――はすべて敵だと思っている。

スプリガンの一団
10レベルの遭遇（2,750XP）
� スプリガンの巨人まがいの叩き潰し屋 1体
 　（10レベル　暴れ役、P.31）
� 奴隷化されたスプリガンの巨人まがい 3体
 　（8レベル　暴れ役、『モンスター・マニュアルⅡ』P.90、アサー
ラックス・スレイヴを追加）

� 奴隷化されたスプリガンの旱魃呼び 2体
 　（8レベル　砲撃役、『モンスター・マニュアルⅡ』P.89、アサー
ラックス・スレイヴを追加）

� 奴隷化されたウィル・オ・ウィスプ 1体
 　（10レベル　奇襲役、『モンスター・マニュアルⅡ』P.16、ア
サーラックス・スレイヴを追加）

　埋葬庭園の周辺を徘徊していたこのスプリガンの一団は、いとも
簡単に新たな主人の奴隷となった。ウィル・オ・ウィスプはスプ
リガンたちの後をつけ、彼らが巻き起こす破壊に乗じようともくろ
んでいる。
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　この庭園全体に共通する特徴を以下で説明する。P.15のマップ
も参照のこと。
　草の茂み：薄緑のマスは草が濃く茂っており、移動困難な地形で
ある。
　密な枝葉：深緑のマスは樹木または枝葉が密に茂っていること
を表す。これらのマスは“重度に隠蔽”された遮断地形である。
　道および開けた場所：灰緑色のマスは移動や視界を遮るものの無
い開けた地形を表す。
　トンネルや洞窟：黒く縁取られたマスはその地下に開けた地形が
存在する。これらの地下の地形に明かりは無い。
　遺跡と瓦礫：石のような模様で埋め尽くされたマスには、石材そ
の他の瓦礫が散乱している。これらのマスは移動困難な地形である。
　ロープ橋：マップ南東のこげ茶色のマスはロープを渡したつり橋
である。P.16の場所8の説明を見よ。
　急斜面：濃い灰色または茶色のマスは西から東に登る岩がちな
急斜面である。斜面の東端は、斜面が始まる西または南の端よりも
90フィート高くなっている。
　崖：斜面の東側からさらに東に伸びる輪郭線は崖を表している。
崖の北側の縁は、崖の南側のふもとよりも60フィート高い。
　川：濃い青のマスは北から南に流れる川を表している。この川
は場所6の崖から落差60フィートの滝となって流れ落ちている。
　オベリスク：場所4、場所19、および場所19の東の川の中にあるひ
し形は石製のオベリスクである。
　埋葬のケルン：庭園内に散らばる濃い灰色の楕円形は埋葬のケ
ルン、すなわち死者の上と周囲に積み上げられた石の山である。ケ
ルンは遮蔽を提供し、難易度15の〈運動〉判定で登ることができる。

斜面や崖を登る
　庭園に西側から近づくのを妨げている斜面および庭園を南北に
分断する崖は、もろく崩れやすい石でできているため、登るのは難
しい。これらの地形を登るには難易度26の〈運動〉判定が必要であ
る。登攀中のキャラクターが斜面の岩にしがみついた状況で自分
のターンを終えた時、その岩が剥がれ落ちる可能性がある。以下の
攻撃を行なうこと：＋15対“反応”；ヒットした場合、岩が崩れて登
攀者は落下する。

次元の交錯
　アサーラックの墓所は皆、それぞれの墓所がデミリッチの儀式に
供給しているエネルギーを通じて互いにつながっている。したがっ
て、いずれかの墓所を訪れた者は時おり他の墓所の幻影を見る――
あるいは一時的に他の墓所に入り込んでしまうことすらありうる。
　フェイワイルドの墓所が他の次元界の墓所と交錯する可能性が
あるのは、場所21～23のみである。この場所で次元が交錯した時
に発生する遭遇についてはこれらの場所の項目（P.17）を見よ。た
だし、他の墓所の幻影に関しては庭園内のどこでも発生しうる。
　場所12～28の建造物内（場所18～20の開けた場所やトンネル内
は除く）においてキャラクターが魔力感知のために〈魔法学〉判定を
行なうたび、1d4をロールして以下の表を見よ。これらの幻影が
終わった後、魔力感知のための〈魔法学〉判定は通常通り機能する。

異次元の幻影
 1d4 幻影
 1 “影の墓所”の幻影を見る。
 2 “放棄された墓所”の幻影を見る。
 3 “死せる神々の墓所”の幻影を見る。
 4 幻影を見ない。

　キャラクターが“影の墓所”の幻影を見たなら、以下の文章を読み上
げること：
　あなたの周りの世界が揺らめき、別の姿に変化します。石を積み
上げて作られていたはずの壁が、規則正しいレンガの壁に見えてき
ます。レンガの隙間を埋めているのはねばねばした黒い物質で、
ゆっくりと壁の表面を流れ落ちています。遠くからうめくような
声が響いてきます。あなたの心に絶望が重くのしかかります。
　この変化は一瞬で終わり、あなたはフェイワイルドに戻ってきた
のを感じます。仲間たちがあなたを見る目からは、何もおかしなこ
とは起きなかったように思われます。

　キャラクターが“放棄された墓所”の幻影を見たなら、以下の文章を
読み上げること：
　あなたはさっきまでの部屋とは別の場所にいます――ひょっと
したら、この世界ではないどこかに。周りの通路は大地を掘削した
自然石のトンネルになっています。床は磨り減ってなめらかです。
前方の壁にはいくつかの絵が描かれていたようですが、かすれてほ
とんど消えてしまっており、かろうじて人の形らしきものが見て取
れるだけ。周囲は空ろな感覚に満ちています――かつてこの場所
に溢れていた命も魔力も、すべて消え去って久しいという感覚です。
　一瞬の後、あなたはフェイワイルドの元の場所に戻ってきます。
仲間たちも先ほどまでと同じ場所にいます。

　キャラクターが“死せる神々の墓所”の幻影を見たなら、以下の文章
を読み上げること：
　突然、あなたは自分がもの寂しい荒野にいることに気づきます。
足元で砂ぼこりが舞い上がります。打ち砕かれて表面が凸凹だら
けの彫像の間にも砂ぼこりが渦巻いています。見上げた空は真っ
暗で、星1つ見えません。肌に触れる風は体を冷やすだけでなく、
すべてが失われたという喪失感を与えて心まで凍りつかせます。
　あなたがこの光景を感じ取るやいなや、それはかき消えてしまい
ます。そして、見慣れた仲間たちの顔と、フェイワイルドの物音が
戻ってきます。
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埋葬庭園の概観

　キャラクターたちが妖精の渡瀬から埋葬庭園に近づいた時点で以下
の文章を読み上げること：
　この道は生い茂る木立と草むらの間を曲がりくねって進んで行
き、どこに向かっているのか見当もつきません。徐々に木立はまば
らになり、暗い色合いの石でできた巨大な崖が前方にそびえ立って
いるのが見えてきます。遠くの方から激しく流れ落ちる水の音が
聞こえてきますが、そちらの方を見ようとしても分厚い木立に遮ら
れ、視界は数メートルしか届きません。

1.砕石の道
　キャラクターたちがこの道をたどって斜面に近づく間に以下の文章を
読み上げること：
　崖は頭上高くそびえ立っていますが、道はここで途切れてはいま
せん。暗い色合いの岩盤の間に細いトンネルが続いているのが見
えます。
　洞窟の入り口の脇の岩盤に何か文字のようなものが刻み付けら
れています。道の脇には岩のかけらが散らばっています。

　この文章は大昔のエルフ語で書かれている。エルフ語を読める
キャラクターが難易度10の〈歴史〉判定に成功すればこの文章を翻
訳することができる（あるいは何らかの魔法的な翻訳手段を使って
もかまわない）。
　翻訳してみると、この文章は大昔のエルフ語で書かれているにも
関わらず、共通語で読み上げることを前提に書かれたことが明らか
になる――エルフ語では散文だが、共通語では以下のような韻文に
なるのだ。

影数え、太陽を見よ
知恵あれば、立つべき場所は明らかに
避けるべき時の分からぬ愚か者
汝に待つは破滅のみ

恋に身を焼く若人か、怯えてわめく幼子か
愚か者、人の情けをあてにして
険しき道を行くがよい
賢き者は騙されぬ

闇降
ふ

りて、夢の兆しが訪れる
恐ろしき敵迫り来て
すぐに手を出す愚か者、死が汝

なれ

を待つ
知恵あらば敵と味方を見定めよ

道を示すは絵の中に
すべて捨て去れ汝の知識
常識で道を違

たが

える愚か者
唯一の正しき鍵は“従うべし”

賢き者は策を練り
勝ちたる後に戦わん
安らぎの中危険あり
眠たげな目を開くべし

戦い抜いて道拓
ひら

き、死を恐れざるつわものよ
心の臓なる蔓

つるくさ

草を見たが最後と知るがよい
汝
なれ

の魂死に果てて
得られるはただ教えのみ
賢者危うきに近寄らず

　この詩はアサーラックが書いたものである。プレイヤーたちは
独力でこれを読み解かなければならないが、DMのために解答を以
下に示す。
　第1節はキャラクターたちに、場所9の日時計が表示している時
刻を記録しておくべきだというヒントを与えている。
　第2節は場所2の彫像に関して、乙女や母親ではなく老婆の像に
注目すべきだということを教えている（“恋に身を焼く若人”や、“怯
えてわめく幼子”がすがるような相手は選んではならない）。
　第3節は、場所15に闇が落ちた後、攻撃する相手に気をつけるよ
うにという警告である。
　第4節には、場所12のタペストリに描かれた錠前を開けるための
ヒントが隠されている。
　第5節は場所4および場所14の眠りの罠を克服するための手がか
りになっている。
　第6節は場所25でキャラクターたちが対峙することになる植物
系の敵のことを表しており、基本的に脅し文句である。

2.入り口の洞窟
　この洞窟は埋葬庭園に入ることができる唯一のまともな経路で
ある。キャラクターたちが彫像のパズルを解き、道を開くことがで
きればの話だが。
　P.24の『遭遇G1：物乞う石像』を見よ。

　キャラクターたちが彫像の場所を通過して洞窟の反対側から出た時
点で、以下の文章を読み上げること：
　洞窟を抜ける直前で、道が二手に分かれます。どちらの道も密に
茂った草と樹木の間を走っています。東の方から急な水の流れの
音が聞こえてきますが、木々に遮られて視線は通りません。さっき
抜けてきた崖と同じ石でできた崖が北側にそびえ立っています。
崖の上に何があるのかはまったく見えません。

3.放棄された野営地
　この開けた場所にあった野営地は打ち捨てられているが、見た目
どおりに安全であるとは限らない。
　P.20の『遭遇G2：野営地の恐怖』を見よ。

4.大きく開けた場所
　この開けた場所には、巨大な石製のオベリスクの上に鉄の球体が
置かれている以外、何もない。
　P.20の『遭遇G2：野営地の恐怖』を見よ。

5.柱
　この高さ60フィートの柱（登攀は難易度16の〈運動〉）は、ロープ
橋（場所8）を支えるための支柱である。柱の頂上に登ったキャラク
ターは崖の上の建物群を眺め渡すことができる（崖上の光景につい
ては場所11を参照のこと）。
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6.滝つぼ
　キャラクターたちが滝に近づいたなら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　60フィートすなわち18mもの高さから流れ落ちる滝の音は、耳
が潰れそうなほどです。大きな水しぶきが舞い上がり、大気を冷た
い湿気で満たしています。

7.典礼地図室
　キャラクターたちがこのエリアに近づいたなら、以下の文章を読み上
げること：
　柱の上に立つ奇妙な曲線と傾きと角度から構成された建物が、地
面や川の水面よりも50フィート高い場所に鎮座しています。この
建物から巨大な石柱を経由して崖の上の方まで、ロープ橋が渡され
ています。いっぽう地上からの唯一の入り口は、川岸近くの大きな
螺旋階段です。

　キャラクターたちが螺旋階段を登って建物の中に入ったら、以下の文
章を読み上げること：
　建物内の東半分はほとんど空っぽです。真ん中の机の上に、地形
要素を表した模型のようなものがあります。その中には皆さんが
今いるこの建物の形もありますから、残りの部分は崖の上の地形を
表しているのだと思われます。このマップには他の建物は描かれ
ておらず、石造りのケルンの下を走る複雑なトンネル網だけが描か
れています。

　キャラクターたちには知る由もないことだが、この地図はアサー
ラックが改築する前の庭園の様子を表したものである。この地図
室は葬礼の間として、また新たな埋葬の場所を検討するための場所
として、使われていた。
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　キャラクターたちが吊り橋の向こう側を見ようとしたなら、以下の文章
を読み上げること：
　北側には大理石製の立派な建物が見えます。それにくらべて、北
西側の石造りの建物はずいぶんと雑なつくりです。どちらに進む
べきか、特に手がかりはありません。

8.ロープ橋
　これらの橋は崖の上下を行き来できる貴重な手段だが、油断は禁
物だ。この橋を渡るためには、移動アクションの一部として難易度
16の〈運動〉または〈軽業〉の判定を行なわねばならない。失敗した
者は伏せ状態になり、さらに同じ判定をもう1度行なわなければな
らない。2回目の判定に失敗した者は60フィート落下する（落下ダ
メージ6d10）。

9.日時計の間
　かつては祠だったこの建物は、エレスドリという名のラミアと毒
を持つスカラベの大群の住処になっており、加えてアサーラックが
設置した日時計のパズルの一部でもある。
　P.22の『遭遇G3：苦しみの乙女』を見よ。

10.泉の間
　この部屋にある祭礼用の泉は、単なる水とは程遠い代物で満たさ
れている。
　P.25の『遭遇G4：危険な池』を見よ。

11.川を渡る橋
　キャラクターたちは間違いなく罠や危険要因を探そうとするだ
ろう――木材は古びて磨耗し、ほんの僅かな重量でもきしみを上げ
るとなれば、それも無理は無い――が、この橋は丈夫であり、安全
に渡れる。

　キャラクターたちが初めて川の向こう側の建物（場所12）を目にした
時点で、以下の文章を読み上げること：
　石を積み上げたケルンが崖上の草むらの中に立ち並んでいます。
しかしそれらより遥かに目立っているのが、その奥の奇妙な形をし
た建物です。大小さまざまな石を積み上げてモルタルでいいかげ
んに接着した、傾いだ壁によって構成されています。それらの石が
ケルンから取られたものであることはすぐに気づきます。これだ
けの大きさの建物を建てるためには、何百という墓が壊されたに違
いありません。

12.タペストリの間
　この部屋は壁や天井からいくつものタペストリが吊り下げられ
ており、そのうちの1つには重要な手がかりが描かれている。
　P.26の『遭遇G5：時ならぬ影』を見よ。

13.影の間
　キャラクターたちはこの部屋で手に入れた手がかりを元に、場所
9の日時計のパズルを解かねばならない。
　P.26の『遭遇G5：時ならぬ影』を見よ。

14.遊戯室
　明らかにこの庭園に不似合いなこの部屋は、アサーラックがこし
らえた最も奇妙な罠の1つである。
　P.28の『遭遇G6：ゲームの相手をしろ』を見よ。

15.壁だらけの部屋
　この部屋には奇妙な壁がいくつもある。それらは魔法のルーン
で覆われているのに加えて、場所12の隠し扉を開けるためのレ
バーもある。
　P.30の『遭遇G7：闇の中の死』を見よ。

16.空っぽの部屋
　壁一面を覆うルーン以外、この部屋に注意を引くようなものは何
もない。
　P.30の『遭遇G7：闇の中の死』を見よ。

17.掴みかかる指先
　この部屋のおおまかな形状は、アサーラックの魔道装置を動かし
ている特徴的な象徴体系を表したものだ。
　隠された落とし戸：この部屋の南の方に隠された2つの落とし戸
を見つけるためには、難易度25の〈知覚〉判定が必要であり、開ける
ためには難易度21の〈盗賊〉判定が必要である。これらの落とし戸
は建物の地下を走るトンネル網に通じている（場所18参照）。

18.湾曲したトンネル
　キャラクターたちが初めてトンネルに入った時点で、以下の文章を読
み上げること：
　みなさんは岩盤の中を走る古いトンネルの中に立っています。
このトンネルは間違いなく、地上の建築物の大半より遥かに古いも
のです。
　隠された落とし戸：このトンネルから外に通じる3つの落とし戸
を見つけるためには、それぞれについて難易度25の〈知覚〉判定が
必要であり、開けるためには難易度21の〈盗賊〉判定が必要である。

19.オベリスク
　この大きく開けた場所には、西の方に石製のオベリスクが2つ
立っている以外、何もない。このオベリスクは黒大理石製の飾り気
のない柱であり、いかなる碑文も印も刻まれていない。

　〈知覚〉判定
　難易度21：2つのオベリスクの間に、ほとんど土に埋もれていま
すが、何かが隠れています。

　キャラクターたちがこの場所を掘り返すと、瞬間移動の魔法陣が
描かれた巨大な石版が見つかる（アサーラックの下僕たちは、この
宇宙の他の場所に移動する必要が生じた時にこれを使っている）。
この魔法陣は、このアドベンチャーの中ではキャラクターたちに
とって何の役にも立たないだろうが、瞬間移動の儀式を使いたく
なった時に備えてこの場所に瞬間移動の魔法陣があることを記録
しておくことはできる。
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　この人気のない空き地には、朽ち果ててほぼ骸骨と化した亡骸が
いくつか、ぼろぼろの鎧や旅装に包まれたまま放り出されている。
キャラクターたちはこれらの死体が起き上がって襲い掛かってく
るのではないかと警戒するかもしれないが、これらはただの死体で
ある――この冒険者たちはPCより先にこの場所を訪れ、おそらく
は場所3で野営し、殺されてここに放置されているのだ。
　財宝：亡骸を漁ると、貨幣と細かな宝石を合わせて600gpが見つ
かる。

21～23.次元のこだまのホール
　キャラクターたちがどの方向からであれこの建物に近づいたなら、以
下の文章を読み上げること：
　目の前の建物は、皆さんがこれまでに見てきたどれよりもさらに
奇妙な代物です。建物と呼べなくもないいくつかの区画から構成
されているように見えますが、中でも東側の部分はケルンなどの石
をひどくでたらめに積み重ねただけというありさまで、まるで誰か
が人工的に自然の洞窟を作ろうとした――あるいは外見だけでも
そのように見せかけようとした――かのようです。

　キャラクターたちはこの建物に入るたび、どの入り口から入ろう
と関係なく、一瞬だけ別の世界に――アサーラックの別のダンジョ
ンに――いるのを感じる（原作の『恐怖の墓所』の構造を熟知してい
るプレイヤーは、ここで見える構造物の数々が昔の『恐怖の墓所』の
ダンジョンを模したものであることに気づくかもしれない。これ
はアサーラックが施した次元結合の魔法を象徴しているのだ）。
　キャラクターたちはこのホールの中にいる間、別の次元界（下の
表を参照）にいる。建物の外に出た時点で、キャラクターたちはフェ
イワイルドに戻ってくる。以後、キャラクターたちはこの建物に入
るたび、この建物の外に出るまでの間はいずれかの次元界――前回
と同じ次元界かもしれないし、違う次元界かもしれない――にいる
ことになる。
　ただし、この建物内の危険は“リセット”されない。たとえば、キャ
ラクターたちがシャドウフェルでの技能チャレンジを完遂した後、
再びシャドウフェルに送られることになったとしても、同じ危険に
再び直面することは無いのだ（DMが望むなら別の遭遇を発生させ
てもかまわないが）。
　キャラクターたちがこの建物に入るたび、1d6をロールすること。

次元交錯の行き先
1d6 行き先
1～2 キャラクターたちは“死せる神々の墓所”に現れる；
 P.32の『遭遇G8：闇の天使』を見よ。
3～4 キャラクターたちは“影の墓所”に現れる；
 P.34の『遭遇G9：壊された墓地』を見よ。
5～6 キャラクターたちは“放棄された墓所”に現れる；
 以下の記述を見よ。

　キャラクターたちが“放棄された墓所”に現れたなら、以下の文章を
読み上げること：
　突然めまいがしたかと思うと、周囲の壁がぐにゃりとゆがみます。
さっきまでは、乱暴にモルタルで接着された傾いだ石壁があったは
ずの場所は、自然石の壁になっていて、まるで大地を掘りぬいたト
ンネルの中にいるかのよう。皆さんが何か物音を立てるたび、その
音は周囲に響き渡るので、「ここには自分たち以外誰もいないし、
何もないのだ」という印象が強まります。

　〈宗教〉判定
　難易度21：あなたがいる場所は、もはやフェイワルドではあり
ません。確信に近い感覚があります。あなたは定命の世界に戻っ
たか、または定命の世界によく似た世界にいるのです。

　キャラクターたちが“放棄された墓所”の場所21に入ったなら、以下
の文章を読み上げること：
　この部屋がかつては壮大な場所であったことは間違いありませ
ん。天井は銀箔で覆われていますが、変色して傷だらけになってお
り、今やほとんど価値はありません。床はアゲート（瑪瑙）ですが、
こちらも磨耗してひび割れています。元は石像や棺であった石の
欠片が部屋中に散らばっています。顔の欠片が1つ、手の指の欠片
がいくつか見つかりますが、元の姿を推測するにはあまりにも少な
すぎます。

　キャラクターたちが“放棄された墓所”の場所22に入ったなら、以下
の文章を読み上げること：
　散らばる石の欠片から推測するに、かつてこのホールは2つの部
分に仕切られていたようです。角を曲がった先、細い通路が行き止
まりになっている場所には、天井から突き出した何らかの機械仕掛
けの残骸があります。

　キャラクターたちが“放棄された墓所”の場所23に入ったなら、以下
の文章を読み上げること：
　この傾いた洞窟の、石づくりの床は、あちこちひび割れて瓦礫が
散らばっています。洞窟の中央には井戸のような形に石が積まれ
ていて、汚らしい濁った水がわずかに溜まっています。

24.ケルン
　この部屋には多くのケルンがある。これらはアサーラックがさ
まざまな種類のエネルギーを制御するための一助としてこの部屋
に運ばせたものである。
　P.37の『遭遇G10：奥に潜む野生』を見よ。

25.屋内の緑
　この天井に穴の開いた部屋にはさまざな植物が生い茂っている。
アサーラックはこの部屋で、埋葬庭園を監視させるため植物クリー
チャーを育てている。
　P.37の『遭遇G10：奥に潜む野生』を見よ。

26.集積点
　ダンジョン全体から集められたエネルギーはこの場所に集積さ
れ、場所28の“フェイの魔道装置”に送り込まれている。
　P.37の『遭遇G10：奥に潜む野生』を見よ。

27.両開きの扉
　この扉にしかけられた罠を解除する手段は、アサーラックのパズ
ルを解くより他に無い。
　P.37の『遭遇G10：奥に潜む野生』を見よ。
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28.フェイの魔道装置
　キャラクターたちがこの場所に入ったなら、以下の文章を読み上げる
こと：
　この部屋が何らかの魔法的な計画の中心部であることは疑いの
余地がありません。このダンジョン内のどこかで見たことのある
ようなルーンが、壁から天井までもつれ合う複雑なパターンの螺旋
を描いており、それらすべては最終的に寸分たがわず部屋の中央に
集まっています。そしてその場所にあるのは、無数の鉄の棒や木製
の支柱が交差したり十字型に組み合わさったりした、複雑怪奇なか
らくり仕掛けです。棒や柱が交差するすべての場所にはルーンが
刻印されており、特に大きな接合部には宝石がはめこまれています。
この装置の最上部はピラミッドの頂上のようになっていて、まばゆ
いエメラルドが突き出しています。

　〈魔法学〉判定
　難易度21：この装置が魔法的なエネルギーを集めるためのもの
であることは間違いありません。しかし、どうやって、どこに、エ
ネルギーを送っているのかはあなたの知識の及ぶ範囲を超えてい
ます。
　難易度23（1分間の集中が必要）：このからくり仕掛けは明らか
に魔法的なものであり、目も潰れんばかりの強烈な秘術エネルギー
を帯びています。ですが、この装置の中には他と違う魔法の気配も
1つ見つかります。それはこの装置の1部分ですが、確かに異なる
魔力を帯びています。すなわち、この装置を支えている木製の支柱
の1つは、明らかにそれ自体が独立した魔法のアイテムなのです。

　この機械を壊すのに判定は必要ない；極めて繊細な機械なので、
一発ぶん殴るか部品を1つ引っこ抜くだけでばらばらになってしま
う。

　キャラクターたちがこの装置を破壊したなら、以下の文章を読み上げ
ること：
　その瞬間、装置のてっぺんのエメラルドから、近くにいた人たち
の目が潰れるほどのエネルギーの閃光が放たれますが、それも一瞬
だけのこと。皆さんが安堵の息を漏らそうとしたその時、想像もつ
かないほど遠いどこかから、苛立って怒り叫ぶ声が聞こえてきます。

　財宝：この機械の中から以下の4つの宝石を回収できる。最も高
価なのは1粒のエメラルド（1,200gp相当）であり、他にファイアー・
オパール（800gp）が1つとアレクサンドライト（各500gp）が2つ見
つかる。装置の根幹を成していた木の棒は＋3スタッフ・オヴ・ア
ンパラレルド・ヴィジョン（『冒険者の宝物庫』P.104参照）である。

『埋葬庭園』の結末
　“フェイの魔道装置”が破壊された時点で、アサーラックと埋葬庭
園とのつながりは断たれる。生き残っていたフェイたちは皆アサー
ラックス・スレイヴのパワーを失い、庭園の中で死んだ者がアン
デッドとして復活することも無くなる。ただし、この場所は未だに
他の墓所とつながったままであり、次元交錯の効果は続いている
（この効果は時が過ぎるにつれて弱まっていくが、消え去るには数
週間から数ヶ月はかかる）。
　庭園が穢されたことによって狂っていたフェイたちは、即座に正
気に戻るわけではない。そして、キャラクターたちの前に立ちふさ
がる困難はまだ残っているかもしれない。この場所から出ようと
する際に、まだ克服していない遭遇や、DMが追加した遭遇が発生

することもあるだろう。以後数日間、穢れの影響は徐々に薄れてい
く。定命の領域で通行人がフェイに襲われることはなくなるが、
フェイワイルドのこの地域が通常に戻るまでにはある程度の時間
がかかる。
　妖精の渡瀬が開いたままであるなら、キャラクターたちの帰路は
簡単なものになる。クエストを受けていた場合、この地域でのフェ
イの襲撃が止んだことが確認されるまでには数日を要するだろう
が、確認が済めば約束どおりの報酬を受け取ることができる。

この先の冒険
　キャラクターたちが次にアサーラックの墓所に向かうのは、14
レベルになってから（第2章）のことである。しかし、それまでの間
を埋めるアドベンチャーも、『恐怖の墓所』全体の筋書きに関連し
たものにすることが可能だ。

帰り道を探す
　前述の通り、この章は妖精の渡瀬が双方向であることを前提にし
ているが、DMの判断で一方通行であることにしてもかまわない。
たとえば、キャラクターたちがエネルギーの集積点を破壊したこと
によって、妖精の渡瀬も閉じてしまったのかもしれない。キャラク
ターたちが定命の世界への帰り道を探している間に発生するフェ
イワイルドでの冒険をいくつか考えてみてもよいだろう。

影の中に死の気配
　アサーラックはキャラクターたちが己の計画にとって深刻な障
害になるとは思っていない。しかし、アサーラックの計画の邪魔を
し、遅らせたことは事実であるから、キャラクターたちにまったく
関心を払わないはずはない。キャラクターたちは襲い来る暗殺者
たちから隠れたり、逃げたり、撃退したりしなければならなくなる。
そして、自分たちがこれ以上力を付ける前にこれを葬り去ろうとす
る何らかの謎めいた敵が存在することを悟るだろう。

悪を追え
　キャラクターたちは自分たちが退治した悪の正体について詳し
く調べようとするかもしれない。埋葬庭園を穢したのは誰で、その
目的は何だったのか？　第2章になるまでアサーラックの関与を
知る機会は無いが、キャラクターたちに何らかの解答――たとえば、
生命のエネルギーを集めることはより大きな儀式の一部に過ぎな
かったという事実――を発見させてもよいだろう。

闇の前兆
　おそらくこの先の冒険として最適なのは、第2章の内容につなが
るような内容を含んだアドベンチャーだろう。たとえば2章におい
て、アンデッドの大量発生を調査するためにキャラクターたちがモ
イルを訪れるという導入を予定しているなら、より小規模なアン
デッドの集団発生に関するアドベンチャーを作ることによって、よ
り大きな脅威が迫っているという感覚を与えることができる。あ
るいは、キャラクターたちがとある死霊術師の陰謀を打ち破った後、
その者が髑髏の都――はるか遠くに位置する、死に取りつかれた都
市――の出身であることが明らかになる、という筋書きもよいだろ
う。


