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はじめに

　1レベルキャラクター4〜6名用、ダンジョンズ＆ドラゴンズ・エンカ
ウンターズ・アドベンチャー

　素晴らしき公式D&Dプログラム、ダンジョンズ＆ドラゴンズ・エ
ンカウンターズ（Dungeons & Dragons Encounters）へようこそ。この
アドベンチャーは、君の地元のウィザーズ・プレイ・ネットワーク

（WPN：Wizards Play Network）の拠点で、1週間に1度、1遭遇のセッ
ションをプレイするようにデザインされたシーズン制のミニ・キャ
ンペーンだ。毎週、プレイヤーたちはそれぞれのキャラクターにつ
いてゲーム内の報酬を得るが、そのほかに名声ポイント（Renown 
Point）を獲得する。このポイントを貯めるとD&Dエンカウンターズ
の今後のシーズンで使用できる、プログラム限定の特別なD&Dエン
カウンターズ・カード（D&D Encounters Card）を獲得できる。

（訳注：以下P.1〜3までの記述には名声ポイントやプレイ記録など、
店舗イベントであるD&Dエンカウンターの運営についての情報が含
まれている。プライベートでこの冒険シナリオを使用する時には、
それらの記述については無視して構わない。）

プレイの準備
　D&D エンカウンターズ・プレイ・キットには君がこのアドベン
チャーのDMをするのに必要なものがすべて含まれている。遭遇エ
リアのポスター・マップやモンスター、冒険者たち、それに戦場に
おける効果を示すためのトークン・シートもキットに入っている。
以下の手順に従ってプレイの準備を行なうこと。

最初のセッションのDMを行なう前に：
◆ 「はじめに」「冒険全体のあらすじ」「個々の場面の概略」そして「休

憩」のセクションを読む。
◆ 「セッション1：救出作戦」および「遭遇1−1：牢獄の洞穴」を読

む。別の時点から本章を開始するのであれば、適切なセクション
を読み、それまでに何が起きたか理解しておく。

最初のセッションの卓に着いたときに；
◆ すべてのプレイヤーがプレイ用のキャラクターを持っているこ

とを確認する。キットに含まれるキャラクターでもいいし、後述
のガイドラインに従って自分で作成したものでもよい。

◆ プレイヤー全員にD&Dエンカウンターズ・プレイ記録用紙（D&D 
Encounters Play Tracker）を配る。このシートはプレイ・キット
に含まれ、プレイヤーはこれにそれぞれのセッションで獲得した
宝物、経験値、そして名声ポイントを記録する。

◆ オーガナイザーからセッション記録用紙（session tracking sheet）
を受け取る。君の DCI/RPGA ナンバーと共にプレイヤー全員の
DCI/RPGA ナンバーを記録すること。君やプレイヤーの誰かが
DCI/RPGAナンバーを持っていない場合は、オーガナイザーに頼
んでメンバーシップ・カードを貰うこと。

セッション中：
◆ D&Dエンカウンターズでは、1回のセッションは1回の遭遇から

なる。その週のセッションとして登録した遭遇についてのみ、
DMを行なうこと。1遭遇にかかる時間は一般的に90分から2時
間である。

◆ ゲームを面白くするように決定を下し、裁定を行なうこと。プレ
イヤーがより楽しめるよう、君はDMとしてアドベンチャーに適
宜調整を加えることができる（コラム参照）。

最初のセッションの終了時に：
◆ 冒険者たちが望むなら小休憩を取らせる。ただし彼らのその日の

状態を忘れずに記録させること。消費した回復力、使用した［一
日毎］パワー、その他の［一日毎］リソースは、各セッションの間
には回復しない。それらが回復するのは各章の終了時のみであ
る。プレイヤーたちがD&Dエンカウンターズ・プレイ記録用紙
に彼らの情報を間違いなく記載するよう気をつけること。

◆ 君のセッション記録用紙をオーガナイザーに返却する。すべての
DCI/RPGAナンバー、および氏名、そしてプレイの日付を確実に
記載すること。

◆ 各プレイヤーが獲得した名声ポイントの合計をオーガナイザー
に報告する。オーガナイザーはその拠点の名声ポイント記録用紙

（Renown Point Tracker）に必要事項を記載し、もしプレイヤーの
誰かがD&Dエンカウンターズ・カードを獲得したのであればそ
れを君に告げる。

◆ 宝物を与える。プレイヤーが報酬をD&Dエンカウンターズ・プ
レイ記録用紙に確実に記載するよう気をつける。

◆ DMを行なうために要した時間と発生させたイベントに基づいて
与えられる、君の特別報酬を受け取る。この報酬に関する詳細は、
君のオーガナイザーに確認のこと。

章の最後のセッションの終了時に：
◆	 冒険者たちは大休憩を取り、回復力、ヒット・ポイント、［一日毎］

パワーをすべて回復する。また、アクション・ポイントの合計は
1にリセットされる。

　1度、1セッションのDMをしてしまえば、次のセッションの準備
は至極簡単だ。ただセッションの内容に目を通せば、もう準備は整っ
てしまう。

Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast, Wizards Play Network, D&D 
Encounters, A Season of Serpents, Heroes of the Fallen Lands, Rules Compendium, 
and 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. B8744.
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キャラクター作成

　プレイヤーたちは各セッションにそれぞれのキャラクターを持っ
てこなくてはならない。初参加のプレイヤーは、『ダンジョンズ＆
ドラゴンズ第4版スターター・セット』もしくは『ヒーローズ・オ
ヴ・ザ・フォールン・ランズ　墜ちた地の勇者（2012年3月刊行予
定）』に記載されたルールのみを使用して作成した、新しい1レベル
のD&Dキャラクターを持って来ること（訳注：この冒険シナリオは
Heroes of the Fallen Lands の公式な販売促進企画でもあったので、
このように記されているが、個人で遊ぶ際にはもちろん関係ない。
この冒険シナリオは既存のD＆D第4版キャラクターで遊ぶのにな
んの差し支えもない）。
　プレイヤーがキャラクターを持ってこなかった、あるいはキャラ
クターを最初から作成することを希望しない場合には、キットに含
まれる作成済みのキャラクターを使用すること。オーガナイザーか
ら作成済みのキャラクターを受け取り、必要なプレイヤーにそれぞ
れ1つずつ選ばせること。
　セッションが1回終了するごとに、プレイヤーそれぞれに経験値、
宝物、そして名声ポイントを与える。彼らはそれらの情報を D&D
エンカウンターズ・プレイ記録用紙に記録し、君は各プレイヤーが
獲得した名声ポイントをオーガナイザーに報告すること。

キャラクターの死
　キャラクターがセッション中に死亡した場合、プレイヤーには2つ
の選択肢が与えられる。次回のセッションに死亡ペナルティを負っ
た同じキャラクターを持ち込むか、適切なレベルでまったく新しいキャ
ラクターを持ち込むかである。死亡ペナルティは、1回のマイルストー
ン（遭遇2回）に達するまで、攻撃ロール、セーヴィング・スロー、技能
判定および能力判定を−1するというものである。

成長
　セッションが1回終了するごとに、遭遇を完遂したキャラクター
に経験値を与えることになる。セッション毎の経験値を与える際に
は以下の表を用いること。キャラクター数に応じて経験値を調整し
てはならない（訳注：キャラクター数に関わらず、下表に示す経験
値をそれぞれに与える）。

与えるべき経験値
経験値の内容	 XP／キャラクター
セッション1	 110XP
セッション2	 131XP
副次クエスト：ゴルディの救出	 20XP
セッション3	 120XP
セッション4	 110XP
副次クエスト：ロンニックとティアマトの関係を見出す	 20XP

　すべての遭遇を完遂しすべてのクエストを達成すると、キャラク
ターたちは第1章の終了時に、それぞれ511XPを獲得することにな
る。
　マイルストーン：キャラクターが大休憩を取ることなく2遭遇を完
遂すると、そのキャラクターは1回のマイルストーンに達し、アク
ション・ポイント1点を獲得する。

グループの変更
　毎週、誰がD&Dエンカウンターズのセッションに来るかは君には
わからない。というわけで、君は毎週異なったプレイヤー集団と遊ぶ
ことになる可能性もある。あるプレイヤーは物語の途中から参加す
るかもしれないし、セッションを1、2回遊んだ後、来なくなってしまう
者もいるかもしれない。また、全セッションをすべて異なったDMのも
とで遊ぶプレイヤーもいるかもしれない。これは一向に構わない。
新規のプレイヤーにはこれまでにどんなことが起きているかをざっと
説明すること。また、大休憩を取るまでは、消費したリソース（回復力
や［一日毎］パワー等）を確実に記録させるようにすること。
　多数決：アドベンチャーのプロットのある部分が、冒険者たちが以
前のセッションで下した決断に左右されるものであり、そして現在の
セッションを遊んでいるメンバーの一部は以前と異なっているというよ
うな場合、現在のグループが”どのような決断を下しているかについて
調べる。多数決を取り、結果が同数となった場合は最も良い結果と
なっているものを採択する。例えば5人のプレイヤーのうち3人がこれ
までのセッションでゴルディを救出し、2人は救出できていなかった場
合、今週のセッションでは、ゴルディは救出されているものとして扱う。

宝物
　キャラクターがこのミニ・キャンペーンを進めていく間には、金
貨や貴重品、それに魔法のアイテムといった宝物を獲得する機会が
ある。セッションが終了するごとに、プレイヤーが宝物を獲得した
かどうか決定すること。キャラクター内で宝物を分けるには、以下
のルールを用いる。
　金貨および貴重品：冒険者たちがこれを獲得した場合、後述の表
に従ってそれを分ける。宝飾品や宝石等の貴重品は金貨（gp）に換算
する。キャラクター 1名が受け取るべき数量が表には示されている。
キャラクター数に応じて表中の数量を変更してはならない。
　魔法のアイテム：アドベンチャーを通じて、いくつかの
魔法のアイテムが発見される可能性がある。それらはす
べて次の表に記載してある。コラム「報酬としての魔法の
アイテム」に従ってアイテムを与えること。
　装備購入のタイミングは？：キャラクターたちは、セッ
ション1のプレイを開始する前に装備を購入できる。キャ
ラクターが魔法のアイテムを獲得する場合、それは下表
に示すレベルと種別のものに限られ（例：レベル2の魔法
の装具）、プレイヤーはそのセッションが終了した後から
次のセッションを開始する前までに、示された種別とレ
ベルのアイテムを選択できる。
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入手できる宝物
宝物	 宝物が入手できる場所
ハーバル・ポウルティス（各人に1つずつ）	 遭遇 1− 1
銀のネックレス（各人に10gp）	 遭遇 1− 1
各人に6gp	 遭遇 1− 1
ポーション・オヴ・ヒーリング 1 本	 遭遇 1− 1
赤いガーネットの宝飾品（各人に20gp）	 遭遇 1− 3
各人に40gp	 遭遇 1− 3
魔法の装具 1つ（レベル2：プレイヤーの選択）	 遭遇 1− 3

報酬としての魔法のアイテム
　キャラクターたちが、消費型でない魔法のアイテムを見つけると、プ
レイヤーたちは誰がどれを受け取るか決定する。それが不可能ある
いは困難な際は、消費型でない魔法のアイテムを持っていないキャラ
クターに新しいアイテムを渡すよう、君が指示すること。すべてのキャ
ラクターが消費型でない魔法のアイテムを持っている場合、その消費
型でない魔法のアイテムが最も低レベルであるキャラクターが新しい
アイテムを受け取る。
　消費型でない魔法のアイテムを持っていないキャラクターが2名以
上いる場合、もしくは最も低レベルの魔法のアイテムについて、同レベ
ルのものが2名以上いる場合、これらのプレイヤーの間で誰が新しい
アイテムを受け取るかを決定する。もし彼らが決定できない場合、
d20をロールして最も高い目を出したプレイヤーが新しいアイテムを
受け取る。
　消費型アイテムについても、誰がどれを受け取るかをプレイヤー間
で決定できない場合は、上記と同じ方法で君がそのアイテムを分配し
てもよい。ただし、そのアイテムを消費型でない魔法のアイテムとして

（訳注：他のアイテムを分配する際の、アイテムの所有の有無やアイ
テムのレベル比較について）扱ってはならない。

名声ポイント
　D&Dエンカウンターズのシーズンを遊ぶにあたって獲得できる最
大のもののひとつが、名声ポイント（RP：Renown Points）である。
これはプレイヤーがセッション中、場合によってはセッション間に
成し遂げたことに対して与えられるものである。名声ポイントは

ウィザーズ・プレイ・ネットワークのそれぞれの
拠点で記録が残され、それが特定の域に達すると、
そのプレイヤーは D&D エンカウンターズ・カー
ドという形での報酬を獲得する。

　プレイヤーはこのカードを現在行なっているD&Dエンカウンター
ズのシーズン中に使用してもよいし、次回以降のシーズンで使用す
ることもできる。それぞれのカードの表側には、そのカードがどの
ように使用できるかが記載されている。
　君はDMとして、各セッションの終了時に経験値や宝物と同様に
名声ポイントを与えなければならない。しかし経験値や宝物と異な
り、各プレイヤーが獲得した名声ポイントの総計は、セッション終
了時、君がセッション記録シートをオーガナイザーに返すときに、
同時にオーガナイザーに報告しなければならないものだ。すると
オーガナイザーはそれを見て、カードを獲得したプレイヤーがいる
かどうか教えてくれる。名声の獲得に必要な事項、その頻度、そし
てポイントの値は下表の通りである。

名声ポイントの獲得
獲得に必要な事項	 頻度	 RP
1 回の遭遇を完遂する	 セッション毎	 3
マイルストーンに到達する	 2 ／章	 2
名場面	 1 ／章	 2
D&Dエッセンシャルズのキャラクターを作成する	 シーズン毎	 5
キャラクター・ビルダーでキャラクターを作成する	 シーズン毎	 5
瀕死状態の味方の冒険者を生き返らせる	 シーズン毎	 1
1 体の敵に15以上のダメージを与える	 シーズン毎	 1
1 回の攻撃で 3体以上の雑魚を殺す	 シーズン毎	 1
1セッションで敵から50ダメージを被る	 シーズン毎	 1
死亡することなく12セッション以上を生き延びる	 シーズン毎	 1
すべてのクエストを達成する	 シーズン毎	 5
（訳注：“セッション毎” は 1セッションに最大 1回まで、“n ／章” は 1
章に最大 n回まで、「シーズン毎」は1セッションに最大 1回までこの
手段で名声ポイントを獲得できるということを意味する）

　名場面：これは DM の判断もしくはパーティ内での投票により、
そのセッションでのプレイにおいて何か独創的な、あるいは勇敢な、
もしくは単に格好良いことをしたプレイヤーに与えられる、各卓の
裁量に任された“賞”である。

名声の報酬
　20 点 の RP を 獲 得 し た プ レ イ ヤ ー は、“冒 険 者 賞 ”（the Delver 
Reward）と呼ばれる 1枚目のD&Dエンカウンターズ・カードを獲得
する。これは、その賞の獲得に至った回の直後のセッションから使
用できる。2番目の賞は “英雄賞”（the Adventurer Reward）と呼ばれ
るもので、シーズン中に100名声ポイントを獲得したプレイヤーに
与えられる。
　最後の賞はシーズンの最後に与えられる。シーズンの最後に、一
定枚数のD&Dエンカウンターズ・カードが、その賞にふさわしい
と見なされたものに与えられる。使用できるカードの枚数以上に賞
にふさわしいプレイヤーがいた場合、どのように分配するかはオー
ガナイザーが決定する。

翻訳者より
　今回のD&D Encountersの開催にあたり、DAC-BITをはじめとする
D&Dユーザーの皆さん、ならびにWPN Japan、Hobby Japanの関係
者各位のご尽力をいただいています。ご協力に感謝いたします。
日本D&D	Encounters翻訳ボランティアの会
滝野原南生、塚田与志也、桂令夫、柳田真坂樹
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冒険全体のあらすじ

　『国境の城塞：毒蛇の季節』 （Keep on the Borderlands：A Season 
of Serpents）は、まだ経験の浅い冒険者たちの一団を“混沌の傷痕”に
ほど近い、様子の知られていない危険な国境に放り込むというシナ
リオだ。以後の導入的な部分は、ダンジョン・マスターが物語を運
用していく上で必要な情報を提供するものである。

国境の城塞
　伝説によれば、ドワーフが建てたこの “安息砦” は、かつてホブゴ
ブリンの王の砦であったとも、悪名高い盗賊領主の根城であったと
も、滅んだネラス帝国の主要な駐屯地であったとも、それともドラ
ゴンの巣であったとも言われている。実のところ、この城塞はその
すべてであり、それ以外のものでもあった。現在、この城塞は拡大
しつつある闇に対抗する、微かな、しかし頼りがいのある灯

ともしび

となっ
ている。そうして城塞に起居する勇敢な人々は、常にその内外の危
険に晒されているのだ。
　統治：ついこの間まで、この城塞は法の締め付けの至極緩い、自
由な場所だった。最近、エラティスのパラディンであるところのペ
リディン・ドライズデイル卿がこの城塞の指揮を執るようになった。
聖騎士殿は妥協することなく秩序と道徳を押し付けて回り、古いや
り方に慣れた少なからぬ数の城塞の住人は、それに憤慨している。
結果として、ドライズデイル卿の影響力は城塞の外側の砦の中では
弱まってしまっている。
　防衛：いくつもの兵舎や塔、そして外側の砦の門を警護するのは
雇われの衛兵である。60歳のヒューマンの古強者、ケンドン・ロ
ングストライダーがその指揮を執っている。
　ドライズデイル直属の兵士たちは城塞内部と内側の砦を巡回して
いる。ドライズデイル卿は何か必要が生じた際は、戦えるものを民
兵として徴用する権限を有している。
　部屋代と食事代：しわがれ声で欲深いネリン・シルヴァーハン
ドが “噴水広場”でしみったれた “旅人の宿”を経営している。個室

（4人が泊まるのにちょうどいい）は1泊1gp、大部屋に泊まるな
ら1泊1spである。ネリンは飲食物の提供はしない。
　食料は “よろめき巨人” 亭の陽気なアランおばさん
のところで買える。こちらは同じく噴水広場にある、
上等な酒場である。
　寺院：地元の礼拝堂（内側の砦の壁沿いにある）
では、いかなる神格に対しても礼拝が可能である。
ただし、アヴァンドラはどの神格にも増して重ん
じられている。大変に魅力的なハーフエルフのシェ
ンデラがこの寺院の世話役兼女神官で、彼女は幸運
の女神の信徒なのである。彼女は暇さえあれば“よ
ろめき巨人” 亭に入り浸ってそこの常連と一緒に
過ごしている。彼女は遍歴の司祭であるベンウィッ
クを自分の仲間の1人とみなしている。
　その他のサービス：地元の農民たちや旅回りの商人
たちが、城塞の中の噴水広場に時々露店を設けている。
常設のものとしてはよろず屋が1軒、銀行が1軒、鍛冶屋が
1軒、宝石商が1軒、それに魔術師のギルドハウスが1軒ある。
　上記について興味がある向きは、Dungeon誌176号に、安息
砦に関するさらなる情報が掲載されているので参照のこと。

身がまえる毒蛇
　ベンウィックは、アヴァンドラとアイウーン、それにセイハニー
ンを信仰する陽気で太った修道士という役回りを演じている。しか
し真実を言えば、彼と彼の侍者は悪神ゼヒーアのしもべなのである。
ベンウィックは、この城塞を蛇神の信徒達の要塞にしようという大
計画を持っている。彼はその計画を実行するために、この地のリザー
ドフォークたちに協力を求めている。
　外側の砦の住人のほとんどは、ドライズデイルの統治を鋭く、そ
して面白おかしく皮肉ってみせるベンウィックを好いている。彼は、

「件の聖騎士殿は城塞中にエラティス信仰を広め、“混沌の傷痕”に住
む邪悪なものたちを刺激しかねない遠征をおっぱじめようとしてい
るのだ」という噂の火に、嬉々として油を注いで回っている。ケン
ドン・ロングストライダーとシェンデラもベンウィックの仲間であ
る。

銀行家
　ローグあがりの銀行家、フェルディナンド・ロンニックは筋骨逞
しいヒューマンで、上等の服に身を包んで黒い髪を短く刈り込み、
口ひげを生やしている。彼の最後の、そして最大の “盗賊仕事” の中
にはフォールクレストにあるゼヒーアの神殿も入っており、そこで
彼は“毒蛇の瞳”の銘で知られる驚くべき宝石を手に入れたのだ。
　ロンニックの名はベンウィックの “暗殺リスト” の上位に入ってい
る。このゼヒーア信徒は件の銀行家を殺して宝石を取り戻し、そう
して銀行家という重要な地位はゼヒーアの信徒の誰かに任せようと
考えているのだ。
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ティアマトの狂信集団
　ベンウィックのリザードフォークへの影響力の拡大は、何の苦も
なく行なわれているわけではない。“混沌の傷痕” の近くに、とある
ティアマトの狂信集団が台頭してきている。ベンウィックはロン
ニックを件の狂信集団の指導者に見せかけ、使えそうな冒険者たち
をロンニックとその “信徒” のもとに差し向けることで、ティアマト
信者と銀行家を両方一度に片付けようとたくらんでいる。彼が必要

としているのは、城塞の中で知られておらず、地元
の政治状況に詳しくない連中だ。というわけでキャ
ラクターたちの登場である。

“混沌の傷痕”
　はるか昔、ある邪悪な星が、その身を落ち
着けて大破壊を引き起こすべき場所を探して

世界と世界の狭間の宇宙をうろつきまわっ
ていた。この “流星” が空を過ぎ行くと、乳

は腐り、家畜は倒れて死に、災難がそ
こらじゅうで起きた。天体は耳を聾す
る衝撃波と共に大地に衝突し、その余

波で谷ほどの大きさの溝が地表に刻み込ま
れた。1 週間もの間、赤い光が空を照らした。こうし

て“混沌の傷痕”は生まれたのである。
　長さは1マイルあまり、深さは数百フィートのその “傷痕” は、焼
け爛れ荒廃した裂け目として世界に刻まれた。件の星がその道筋を
地表に刻んだとき、星のかけらはその性質を保ったまま本体から引
き剥がされ、新たな“家”である断崖絶壁の端に埋め込まれたのである。

　定命の理解を超えた忍耐強さで、この悪意あるかけらは邪悪の種
を播き、ひねくれた堕落しやすいものたちへと手を伸ばし続けた。
何世紀もが過ぎるうちに、邪悪な魂を持つクリーチャーどもが、こ
の“灯火”に引き寄せられてくるようになった。
　この “星のかけら”―それは感覚を備え周囲を知覚することがで
きる “もの” だったのである―は、谷の中の数多の洞窟で覇権を競
う、邪悪なものどもの間でも競争を煽り立てた。最も弱いものは谷
の入り口近く、もしくは谷の外の平原に住むようになった。最も強
い悪党のねぐらは、谷の最奥部近く、谷の砦の中にあるのだった。
　統治者たちは過去に何度も “混沌の傷痕” の脅威を取り除かんと試
みてきたが、成果はほとんど、もしくはまったく得られていない。
遥か昔に忘れられたある王は、谷の入り口を塞ぐように壁を建てた。
それは未だに立っている―が、一部は崩れ、その門は守るものも
ないまま開け放たれている。
　“混沌の傷痕” は邪悪に満ち溢れ、踏み込んだものには死を約束す
る。数々の洞窟は、自然のものに加え、長い年月の内に住民のモン
スターどもが掘り抜いたトンネルで迷路のように入り組んでいる。
谷の奥深く進めば進むほど、さらに危険な敵が待ち受けている。
　多くの冒険者たちが富と名声を求めて “混沌の傷痕” に踏み込んで
いった。戻ってきたものは僅かである。そうして生き延びた英雄た
ちはみな、邪教集団や人外の部族、そして忌むべき協調性をもって
共に動くモンスターどもなどについて恐ろしい話を語るのだ。ある
いは休むことなく凄まじい戦いを繰り広げるモンスターどもについ
て語る探険家たちもいる。そうして彼らはみな口をそろえて、あそ
こにあるのは幸運でなく死の運命だと言うのである。
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　『国境の城塞：毒蛇の季節』はD&Dエンカウンターズ・第3シーズ
ンのためのアドベンチャーである。本稿は章仕立てになっており、
各章に4セッションを含むものとなっている。1セッションは1遭
遇で、週に1回行なうようにデザインされている。以下のセクショ
ンは第1章全体のストーリーラインの概略である。

“ロールプレイ用”
　このアドベンチャーの中には、適切なロールプレイを行なうことで展
開が有利になる箇所もある。しかし、そんな箇所でなくても、ロールプ
レイはどこでもやっていいのである。本書に含まれる情報の一部は、
君がプレイヤーたちとロールプレイをするのを助けるために存在してい
る。君はプレイヤーたちが予定外のクリーチャーとの会話を希望した
ときに備えて、名前のリストを作ってもいい。プレイヤー全員が楽しみ、
そしてセッションが過剰に長くならない限り、好きなように遊び、楽しめ
ばよい。ただし“全員が”楽しむという条件は厳守すること。
　また、映画のように大胆な作戦や賢い戦略は受け入れること。大
胆なプレイや賢いプレイには報いるよう努めるべきだ。プレイヤーたち
にはそのキャラクターの技能やパワーを積極的に使わせること。充分
に準備を整え、モンスターやNPC、そしてシナリオを同じ大胆さと賢さ
をもって駆使することで、大胆で賢いゲーム運びを引き出すようにして
ほしい。

第1章
策謀の砦
　キャラクターたちは、つい最近、安息砦に到着したばかりである。
まもなくベンウィックが彼らに目をつける―相応の腕を持ち、
チャンスには飛びつきそうで、そのうえこの近辺にはつてを持たな
いうってつけの人材、として。フェルディナンド・ロンニックを殺
し、一方でこの地のリザードフォークに対する自分の影響力を維持
するための計画に、ベンウィックが必要としていたのはまさに彼ら
のような人物だったのだ。
　ベンウィックは “厄介ごとを解決してくれる人物” としてキャラク
ターたちを呼び集め、悪意に満ちた情報を信じ込ませる。彼はフェ
ルディナンド・ロンニックが最近急成長しつつあるティアマトの狂
信集団の一員ではないかと疑っているというのだ。もっと悪いこと
に、ロンニックはベンウィックのスパイの1人を捕まえてしまった
のだという。偽修道士は冒険者たちの助けを求めるが、これはロン
ニックが冒険者たちの顔を知らず、また彼らが誰のために働いてい
るか急にはわからないだろうと見込んでのことだ。ベンウィックは 
“自分も行く” とは、もちろん、絶対に言わない。それはあまりに危
険すぎる。
　この第1章では、キャラクターたちはベンウィックの示唆に従い
彼の友人を助け出す。彼らはすぐに、ベンウィックからの情報や独
自の調査を通じて、件の銀行家の心にはさらにどす黒いものが渦巻
いていることを知る。“ロンニックの手先の悪党ども” が冒険者たち
を襲い、ロンニックを追っての競争が始まる。

セッション1：救出作戦
　短い導入の後、イニシアチブをロールし、ベンウィックのスパイ
を救出するための戦闘が開始される。救出に向かった者たちはかな
り長い戦闘を繰り広げ、おそらくはドラゴンボーンの傭兵を降伏さ
せることになる。しかし解放者たちはそう落ち着いてもいられない。
というのも敵はベンウィックのスパイに毒を盛っており、彼を早く
安息砦に戻らせねばならないのだ。『セッション1：救出作戦』はP.8
より開始、『遭遇1−1：牢獄の洞穴』はP.12に掲載されている。

セッション2：城内の騒動
　安息砦に帰ると、ベンウィックは友人を癒す。ベンウィックと一
緒に事件の後始末をし、修道士のスパイがまだロンニックの仲間の
悪党どもの間に潜んでいるのだという話を聞く間に、冒険者たちは
こちらを盗み聞きしている者がいることに気付き、逆にそいつをつ
けて行くことになるかもしれない。しかし、城塞の噴水広場では、
ロンニックの手下の悪党どもがキャラクターたちを待ち伏せている。
ロンニックはどうやら、キャラクターたちが自分の敵だと気づいた
らしい！　だが正義の味方ベンウィックはPCパーティへの支援を
忘れない。彼は襲撃者どもの中に味方のスパイを潜ませ、そう
して冒険者たちを彼女―そのスパイ―に気付かせようと
していたのだ。ロンニックの手先の悪党どもが片付いてしま
うと、ベンウィックのスパイ、もしくは何やら怪しい光が、キャ
ラクターたちをロンニックの住まいへと急がせる。そこで彼らは件
の卑怯者と対面するはずなのだ。『セッション2：城内の騒
動』はP.10より開始、『遭遇1−2：噴水広場』はP.14
に掲載されている。

セッション3：ロンニックを追え
　ロンニックの銀行兼住居の扉をぶち破
ると、キャラクターたちは跳ね回るエ
レメンタルどもの暖かい出迎えを受
けることとなる。あの悪党は火と水
で自分の行方をごまかそうとしたの
だ！　問題をどうにか解決すると、キャラク
ターたちは次にどこへ行くべきかを知ること
になる。ロンニックはそう遠くへは行っていなさ
そうだ。お休みの時間の前に彼を捕まえるという
のも無茶な話ではないだろう。『セッション3：
ロンニックを追え』はP.10より開始、『遭遇1
−3：圧力鍋』はP.16に掲載されている。

個々の場面の概略
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セッション4：王の壁の隠れ家
　悪党が愚かな英雄志願者たちを騙すことは珍しくない。ご同様に
ベンウィックの厄介ごと引受人たちも罠にひっかかった。パーティ
が手にしている情報はロンニックが “王の壁” の中の目に付かない穴
に隠れていることを示しているが、その地のティアマト信者どもは
周囲をうろつくものをことごとく殺害しようとしているのだ。『セッ
ション4：王の壁の隠れ家』はP.11より開始、『遭遇1−4：井戸の
番人』はP.18に掲載されている。

休憩
　冒険者たちはこの時点に至るまで、遭遇と遭遇（＝セッションと
セッション）の間には、小休憩しか取ることができない。セッショ
ン4の終了後、冒険者たちはロンニックの真の隠れ家である“竜牙の
丘” に向かう前に “王の壁” で休息を取ることができる。彼らはロン
ニックの行き場が他にないことを知っており、よって冒険を続ける
前に数時間の休息を取ることができる。

遭遇を調整する
　第1章は “5名の1レベル・キャラクターおよびD&Dに馴染んだプ
レイヤー”から成る“通常の”パーティを想定している。君の卓のパー
ティをこの想定と比較し、以下のガイドラインを使用すること。
　“弱い”パーティ：君の卓にいるのが弱いパーティ―キャラクター
が4名しかいない、もしくは、ほとんどまたはすべてのプレイヤーが
D&D初心者である等―の場合。もし君のパーティが弱いのであ
れば、遭遇からもっともレベルの低い、もしくはもっとも重要性の低
い、雑魚でないモンスターを取り除くこと。例えば遭遇1−1（レベル
1遭遇）では、ガード・ドレイクを取り除くとよいだろう。
　“強い”パーティ：君の卓にいるのが強いパーティ―キャラクター
が6名いる、もしくは、ほとんどまたはすべてのプレイヤーがD&D第4
版を遊び込んでおり、もっと歯ごたえのあるものを求めている等―
の場合。もし君のパーティが強いのであれば、遭遇中もっとも単純
な雑魚でないモンスターで、そのレベルが遭遇レベルと最も近いもの
を増やすこと。例えば、遭遇1−1ではガード・ドレイクを1体増やす
とよいだろう。
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冒険の続け方

　本章は5章よりなるD&Dエンカウンターズ・シーズンの最初の章
である。本章に続くアドベンチャーは、今シーズンが進行するにし
たがって順次提供されることになる。次のアドベンチャーを受け取
るには、本章を完了したことをオーガナイザーと共に確認すること。

第1章：策謀の砦
　本章の遭遇はキャラクターたちがベンウィックのために行動を起
こすところから開始する。次々と起こる出来事は、あっというまに
冒険者たちを“混沌の傷痕”の中へと誘い込む。

セッション1：
救出作戦
　全員の準備ができたら物語を開始すること。

交易の隊商に同行してしばらく旅をした後―これは駆け出し冒険
者にはお馴染みの仕事だ―君たちは“安息砦”に到着した。この城塞
の近くにある危険極まりない“混沌の傷痕”―遠い昔、流れ星が落ち
たときにこの地に刻んだという谷―に敢えて踏み込む勇敢なものに
は、富と名声が約束されていると君たちは聞き及んでいる。しかし、
その同じ噂は、“混沌の傷痕”は忌まわしいものどもを引き寄せるのだ
と警告してもいる。おそらく君たちは件の谷が邪悪を呼び寄せるのを
食い止め……そうして相応の宝物を手に入れられるだろう。
　君たちが城塞に到着してまもなく、ヴェンという名の、禿頭の痩せ
た修道士が君たちに接触してきた。彼が言うには、彼の師匠で同じく
聖職者のベンウィック師が、君たちにどうしても会いたがっていると
のこと。重要な話があるというのだ。この招待を受けさえすれば、無
料で食事を振舞うと彼は言った。
　というわけで夕暮れ時、君たちは、城塞の内側の砦の西の端にある
居心地のよい邸宅を訪れたところである。テーブルについているのは
君たちの招待主である恰幅のいいベンウィック、それに君たちの仲間
となる冒険者たちだ―なじみの仲間かもしれないし、今ここで初め
て顔を合わせたのかもしれない。ヴェンと、ジャレルという名の別の
侍祭が君たちとベンウィックに給仕をしてくれる。

　プレイヤーたちに、プレイヤーの自己紹介とキャラクターの説明
の時間を与えること。ベンウィックとの晩餐のロールプレイをして
もよいし、すぐに要点の説明に入ってもよい。どうするかはプレイ
ヤーたちの好みによる。

この場面のロールプレイ
　ベンウィックは陽気で溌剌とした人物で、微笑みを絶やさず、よ
く笑う。キャラクターたちが話しかければ彼の侍者たちもにっと
笑って少し相手をしてくれるが、あけっぴろげな師匠の様子にはほ
ど遠い。英雄たちの手助けを確実に取り付けるため、ベンウィック
は進んでいくつかの情報を教えてくれる。
◆ ベンウィックと彼の弟子たちは、アヴァンドラとアイウーン、

それにセイハニーンを奉じる、とある組織に属している。
◆ ベンウィック師は魔法を使わない治療師であり、薬草医である

（〈治療〉＋14）。

◆ この城塞を治めるドライズデイル卿とそのエラティスへの頑な
なまでの献身が大変に立派だということはベンウィックも認め
るところであるが、しかし彼は同時にそれを非常に憂慮しても
いる。卿はどうやら城塞じゅうにエラティスへの献身を強要し、
住民をことごとく徴用し、ろくに準備も整わないまま、怪物ど
もを刺激するだけで何の益もない “混沌の傷痕” への攻撃をしで
かそうとしているらしい。

◆ ベンウィックは身を慎みつつ城塞の人々を助け、導いている。
彼の最大の関心事は、安息砦に忍び込む “混沌の傷痕” の忌まわ
しい影響を退けることである。

◆ ベンウィック師は自分が城塞の外側の砦に相応の影響力を持っ
ていることを認める―この影響力は、彼の手助けをするもの
にとっても必ず益となるものだ。彼は外側の砦の住民のほとん
どを自分の友人か味方であるとみなしており、中でも礼拝堂の
女司祭、シェンデラは大事な友人であるという。

任務
　話すように促されるか、あるいは彼自身がよい頃合だと判断する
と、ベンウィックは真面目な顔になり、依頼事について話し始める。
彼は告げる―

　「我が友よ、ここは国境の地である以上、儂らは夜になるとうろつき
だす闇の力に心せねばならんのじゃ。で、そうしておると、どうもあ
の銀行家のフェルディナンド・ロンニックが怪しい。奴が金持ちで強
欲なのは有名じゃ。それに奴はかつてフォールクレストの街でずいぶ
ん幅を利かせた盗人だったんじゃが、そのことをまるっきり隠そうと
もせん。そこでもう少しばかり調べようと、儂は信用のおける友人
―ロンニックのところで働いておったゴルディという男なんじゃが
な―に、何か普通でないことがあったらすぐ報せてくれと頼んだの
じゃな。
　「働いて “おった”と言ったとも。なぜならゴルディはいなくなりおっ
た。失踪前、ゴルディは儂に恐るべき報せをふたつ寄越した。まずひ
とつ、ゴルディはロンニックの持ち物の中にティアマト信仰の道具が
あれこれ隠してあったのをちらりと見たという。ふたつめには、ロン
ニックが持っている宝石の中に “毒蛇の瞳”の銘で知られるものがあっ
たという。これはフォールクレストの月の歌寺院の宝物だったのじゃ
よ―ゼヒーアのしもべがそれを盗み出す前まではな。
　「ロンニックとその取り巻きどもは、ゴルディを北の沼地の近くにあ
る洞窟へ攫っていって、しかもそれを隠そうともせん。つまりロンニッ
クめは儂らがゴルディを助けようとするだろうから、そうしたら儂や
ゴルディのほかの仲間を洗い出せると思ったのじゃな。
　「あんたがたが儂のもとに使わされたのは神々の祝福だと、儂ゃ腹の
底から信じとる。城塞の中のものは誰もあんたがたの顔を知らん。ああ、
無茶な頼みをしていることはわかっているとも、だが、あんたがたは
勇敢なお人じゃ、儂のできんことを成し遂げてくださるじゃろう。
　「まず、ロンニックの牢獄の洞穴に行って、ゴルディを助け出してい
ただきたいんじゃ。そのついでにロンニックがティアマトの不浄な信
者だという証拠をつかんでいただければありがたい限り。そしてほか
の事はさておき、“毒蛇の瞳”だけは取り返すんじゃ。そうしたら儂ら
はそれをアヴァンドラの礼拝堂に戻せるのじゃから。
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　「もし引き受けてくれるなら、一晩たっぷり休んだ後、朝早くに発つ
といい。儂が腹の底から頼んでいるのがわかってもらえればありがた
いんじゃが、なんだったら外側の砦の連中に儂の評判を聞いて回って
もらっても悪くは思わんよ。だが、儂があんたがたに何を頼んだかは、
頼むから黙っておいてほしいんじゃ。悪党どもにわざわ
ざ警告してやる義理なんぞどこにもないからな。
　「どなたか質問はおありかな？」

　〈看破〉判定を行なったキャラクターがいれ
ば、ベンウィックは心底ゴルディと “毒蛇
の瞳”を取り戻し、ロンニックの悪事を止
めたいと思っていることがわかる。難易
度19の〈看破〉判定に成功したキャラク
ターは、彼が何か隠していることまでわ
かる。何か隠しているだろうと追求され
ると、ベンウィックは“毒蛇の瞳”を正式な
持ち主に返す前にひと目見てみたいとい
う、ちょっとした個人的な興味を持って
いたことを白状する。
　ベンウィックはキャラクターたちに翌朝早
く発ち、仕事が終わったらまっすぐに戻ってき
てほしいと言う。彼はロンニックについて説明し（P.4
の “銀行家”の項目を参照）、英雄1人につき1つずつハーバ
ル・ポウルティス（後述）をくれる。また、牢獄の洞窟のあると
ころに印のついた城塞一帯の地図もくれる。最後に彼は、自分の技
能や城塞における自分の影響力を役に立ててほしいと言う。報酬の
件について言及されると、ベンウィックは片目をつぶって笑い、こ
う請合ってくれる。「ロンニックの取り巻きどもはさぞかし裕福だ
ろうよ、何しろ親分の仕事が仕事じゃからな」
　クエスト：冒険者たちはこの時点で3つの副次クエスト（各20XP）
を得る。1つ目はゴルディを救出しベンウィックのもとに連れ帰る
こと。2つ目はロンニックとティアマトの関係を示す証拠を見つけ
ること。最後は “毒蛇の瞳” をどうあっても保護せよということ。宝
石を取り返せば名声赫々間違いなしである。

準備
　キャラクターたちが出発前に装備を整えなおす時間はない。パー
ティが城塞を出発するまでに開いている店はない。しかし、ベン
ウィックの人物を証明する時間なら翌朝までにたっぷりある。君が
Dungeon誌176号の『Keep on the Chaos Scar』という記事を読んで
おり、即興の遭遇をこなせるのであれば、以下の情報に従ってその
晩のできごとをロールプレイしてもよい。あるいは以下の技能につ
いて宣言し、英雄たちにそれぞれ技能判定をさせるか、他人を援護
させるようにしてもよい。
　〈交渉〉難易度12：キャラクターたちが “よろめき巨人”亭（P.4）で
おしゃべりをしていると、ベンウィックは外側の砦では素晴らしい
評判の持ち主であることがわかる。彼は特に礼拝堂の女司祭と仲が
いい。
　難易度15：酒場の女主人のアランおばさんは、ベンウィックが
ドライズデイル卿の動向を不穏に思うのももっともだが、それは誤
解だと考えている。卿がエラティスの熱狂的な信者であるのは明ら
かだが、だからといってエラティス信仰を押し付けたり、城塞を軍
事化しようとしたりなどするはずがないとおばさんは考えているの
だ。

　〈事情通〉難易度8：ロンニックは法外な利子を吹っ掛けてくるこ
とで有名である。彼は “よろめき巨人” 亭の常連であるが、最近よく
城塞から出かけては戻ってくるのを繰り返しているようだ。
　難易度12：件の銀行家は、彼がかつてフォールクレストで盗賊

を働いていたという噂を静めるような努力をまったくしていない。
もしキャラクターたちが尋ねれば、ゴルディは確かにロン

ニックのところで働いていたが、最近見かけないという
返事が返ってくる。
　〈宗教〉難易度12：ロンニックが強欲の神格である
ティアマトの信者であるのなら、彼はコボルドやリ
ザードフォーク、あるいはある種のドラゴンボーン

のような種々様々な邪悪な竜種や爬虫類のク
リーチャーと共通点を有するはずである。

　〈自然〉または〈治療〉難易度12：ハーバ
ル・ポウルティスは素晴らしい品物で、

ベンウィックの薬草使いとしての腕前は
これを見れば明らかである。
　〈歴史〉難易度12：“毒蛇の瞳”は、か
つてフォールクレストの月の歌寺院に
保管されていた。
　難易度15：宝石はずっと昔に寺院か

ら盗まれた。宝石を守っていた司祭達の
何人かが毒を盛られていたため、手を下し

たのはゼヒーアのしもべどもであるという噂
が流れている。

　難易度19：“毒蛇の瞳”はほんの数年前、とある秘密寺院からそれ
を“取り戻した”と称する盗賊の手にあったことが確認されている。

ハーバル・ポウルティス
Herbal	Poultice／薬草の処方	 レベル3（コモン）
　この特別に調合された薬草の包みは、肉体の自然な回復力を強化する。

錬金術アイテム	30gp
パワー（［消費型］◆	［回復］）：標準アクション。このパワーは小休憩
を取る間に使用する。使用者もしくは使用者に隣接する味方1体を
ハーバル・ポウルティスの目標として選択する。小休憩の終了時に、
目標が回復力1回ぶんを消費したなら、目標は2ヒット・ポイントを追
加で回復する。目標が一度に得られるハーバル・ポウルティスの利
益は1つぶんのみである。
※訳注：アイテムのレアリティ（コモン、アンコモン、レア）についてはHJ
社ウェブサイトの公式アップデートを参照されたい。

出発
　ベンウィックの地図のおかげで移動は容易いものになる。そのこ
とを手早くプレイヤーたちに説明した後、以下の文章を読み上げる
こと。

　早朝、重く垂れ込めた空の下を君たちは出発し、城塞から北西へと
向かう。“混沌の傷痕”の端が不気味に霞むのを西に見ながら、君たち
はなだらかな起伏の上に木々がまばらに点在する平原を通り抜け、奇
岩がところどころに突き出すぬかるんだ林に入る。朝もだいぶ遅いよ
うな時間になったころ、君たちは牢獄の洞穴のある丘を取り巻く沼地
に行き当たる。丘の南側の洞穴から、煙が一筋立ち上っている。

　どのように洞穴に近づくかをプレイヤーたちが決定したら、マッ
プをセットし、『遭遇1−1：牢獄の洞穴』（P.12）を開始すること。
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セッション2：
城内の騒動
　このセッションの開始時に、以下の文章を読み上げること。

君たちが安息砦に引き返そうというときには、午後もすっかり遅く
なっている。土砂降りの雨が叩きつけ、君たちとゴルディはずぶぬれ
になってしまう。城塞へと向かう間にもゴルディの具合は悪くなって
いき、咳き込みながらうわごとを言い散らすようになる。

　彼には路上での応急手当以上の処置が必要である。〈治療〉を修得
済みのキャラクターが難易度15の〈治療〉判定に成功したなら、彼
はもう少しは楽に歩けるようになるが、治りはしない。
　ゴルディのうわごとは酷い状態で、要らぬ詮索を引き起こさない
ためには、城塞に入る前に彼を人目につかないように隠さねばなら
ないのがわかる。英雄たちがゴルディを隠さなければ、雷鳴轟く空
の下、明らかに病気の男を連れて到着した彼らは、門番やその他の
市民たちからあからさまに訝しげな視線を向けられているのに気付
く破目になる。

ベンウィックのもとへ
　ベンウィックはゴルディが戻ってきたというので喜び、噴水広場
のゴルディの家でしばらく彼の手当てをする（キャラクターたちは、
ゴルディ救出の副次クエスト達成に伴う20XPを得る）。〈治療〉を修
得済みのキャラクターがベンウィックの手伝いをすれば感謝される。
手当てはうまくいくが、ゴルディはすっかり弱っていて何の情報も
提供することができない。ベンウィックは “よろめき巨人” 亭で早い
夕食をご馳走しようと申し出る（キャラクターたちがロンニックの
銀行のことについて何か聞いてきた場合、銀行はここ数日閉まって
いるとわかる）。一行が席に着いたら以下の文章を読み上げること：

酒場の喧騒の中、ベンウィックはエールのジョッキを手に君たちの
ところにやってくる。
　「あんたがたはまったくもって、神様がお遣わしになったに間違いな
い。こうしている間にもゴルディは良くなっとるよ。明日、この酷い
天気がなんとかなったら、ロンニックめにどう対抗するか決めようじゃ
ないか。とにかく今晩は楽しくやることじゃ。隣の “旅人の宿”に、あ
んたがたの部屋代は払っといたからな。それじゃあ、良き安息を」
　それから急に声を落とし、
　「ロンニックの兵隊どもの間に紛れ込ませといた儂のスパイが、あん
たがたの手助けをする。彼女の名前はサール、金の髪と灰色の目の
ヒューマンじゃ。彼女がこれから儂らを手伝ってくれるはずじゃ」
　そうしてベンウィックは立ち上がり、出て行く。

盗み聞き
　ベンウィックと話しているとき、冒険者たちは酒場の正面の扉近
くに不審なハーフリングがいるのに気付くかもしれない（難易度19
の受動〈看破〉判定）。ハーフリングは長い髪を編んで、上等の革鎧
を着込んでいる。彼はどうやら冒険者たちの寄り合いに興味を持っ
ているようだ。もし誰かが彼に近づいたなら、彼は急いでその場を
離れる。ハーフリングを追ったものは、そのまま『遭遇1−2：噴
水広場』（P.14）に突入する。ただしキャラクターたちは相手を怪し
い奴だと思っているので、不意を討たれることはない。

噴水広場の奇襲
　ハーフリングに気付いた者がいなければ、彼らはしばらく酒場に
留まるだろう。彼らが “よろめき巨人” 亭を出ると、キャラクターた
ちは何の準備もないままに奇襲にあい、不意を討たれる可能性もあ
る。『遭遇1−2：噴水広場』（P.14）を参照。

セッション3：
ロンニックを追え
　このセッションの開始時に、以下の文章を読み上げること。

　雨脚がほんの少しばかり弱まり、暮れかけた日の名残りが灰色に煙っ
ている。広場の反対側にあるロンニックの銀行から煙が立ち上ってい
る。鎧戸の隙間からちらちらと火が燃えるのが見え、そうして君たち
はぞっとするようなひび割れた哄笑を聞く。サールは不安そうに一行
を見遣り、こう言う。「ロンニックは襲撃が失敗したのを見て、悪事の
証拠を隠滅しようとしてるんだわ。急がなくちゃ！」

　遭遇マップを広げ、プレイヤーたちがフィギュアを “PC Start 
Area” に置けるようにすること。時間は重要、というわけでプレイ
ヤーたちにイニシアチブをロールさせること。

突入
　冒険者たちはすぐに、銀行の窓に
はつっかい棒がされ、扉には鍵がか
かっていることに気付くだろう。入
るためには、キャラクターたちは以
下の行動（いずれも1回の標準アク
ション）を行なわねばならない。
　つっかい棒を曲げる（〈運動〉難易
度19）：窓はマップ上のベンチと
プランターの上にある。成功すれば
窓のつっかい棒を外すことができ
る。いったんつっかい棒が外れれ
ば、1回の移動アクションで窓は開
く。
　扉を破る（〈運動〉難易度15）：成
功すれば扉を破れる。
　魔法感知（〈魔法学〉難易度12）：
銀行の中で何か魔法的な活動が行
なわれている。5以上の差で判定に
成功したキャラクターがいれば、そ
れがエレメンタルに関するもので
あることがわかる。
　解錠（〈盗賊〉難易度19）：成功す
れば扉は開く。

　キャラクターたちが突破口を開
い た な ら、『遭遇1−3：圧力鍋

（P.16）』を開始すること。
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セッション4：
王の壁の隠れ家
　このセッションの開始時に、以下の文章を読み上げること。

　炎が鎮まると、君たちはこの周辺の地図を1枚手に入れる。地図上
に示された印のほとんどは “混沌の傷痕”の周辺の場所を指し示すもの
である。“王の壁”の近くに “井戸の隠れ家”と記された場所があるのが
君たちの目をひく。もしこの場所が本当にロンニックの隠れ家なら、
急げばそこで奴を捕まえられるだろう。

　プレイヤーたちがロンニックを追おうとしていることが望ましい。
そうでない場合、サールかベンウィックが現れ、銀行家が“手下ども”
と合流する前に彼を捕らえるようにと冒険者たちを促すということ
にしてもよい。また、件の銀行家は “毒蛇の瞳” を持ち歩いているに
違いないと言って、ロンニックの隠れ家へ行く意義を強化すること。

王の壁へ
　プレイヤーたちが安息砦を出発したら、以下の文章を読み上げる
こと。

　君たちが暗闇の中、王の壁へと向かう間にも雨脚は強くなってくる。
少しばかり探すと、地図に描かれたとおり、壁の中に古い井戸がある
場所が見つかる。

　“王の壁” の中のロンニックの偽の隠れ家に冒険者たちが到着する
頃には、あたりはすっかり暗くなっている。闇の中にも関わらず、
地図を使えば隠れ家は簡単に見つかる。遭遇マップを広げ、プレイ
ヤーたちがフィギュアを “PC Start Area” に置けるようにすること。

『遭遇1−4：井戸の番人』（P.18）を開始する。

休憩
　キャラクターたちが王の壁の激闘を生き延びたなら、件の隠れ家
は竜牙の丘へ向かう前に野営をするにはもってこいの場所となる。
冒険者たちはこの時点に至るまで、遭遇（およびセッション）の間、
小休憩しか取ることができない。今やロンニックが本当の居場所は
明らかとなり、彼にほかに行く場所がないのもわかっている。1日
の労働で疲弊した英雄たちは自分達の手で勝ち取った大休憩を取り、
こうして第一章が完結する。
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遭遇レベル1（552XP）

セットアップ
ケスク（Kesk）、ドラゴンボーンの傭兵（D）
ガード・ドレイク（G）
グリーンスケイルの罠使い（T）
ポイズンスケイルの毒針使い（N） 4体

　キャラクターたちは難易度19の〈隠密〉判定に成功すれば、見つ
かることなく接近し、罠使い、ドラゴンボーン、およびドレイクの
位置を確認することができる。そうでない場合、ガード・ドレイク
は一行に気付き、シュウシュウと声をあげて飼い主に警告する。

　パーティ一行がこのエリアに入ったら、以下の文章を読み上げること：
　洞穴の中には沼の臭いと、ふたつの小さな火から立ち上る煙の臭い
が立ち込めている。あかあかと照らし出された洞穴には、水溜りがふ
たつある。入り口の左側の火の近くには毛皮が山と積み上げられ、また、
床に空いた穴が見える。ネットとスピアを持ち、黄緑色の鱗をした爬
虫類めいた人型生物が1体、そこでくつろいでいる。分厚い皮鎧を着
込んだドラゴンボーンが1体、入り口の右側にあるもう一方の火の番
をしており、その傍には緑色のドレイクが1体。洞穴の奥までは火の
明かりは届いていない。

　毒針使いは最初、岩棚の上にいるため、完全視認困難である。難
易度15の〈知覚〉判定に成功するか、受動〈知覚〉が15以上
の者はこの視認困難を無視できる。そうしてドラゴン
ボーンの傭兵ケスクと彼のドレイクは、グリーンスケイ
ルの罠使いもご同様に、侵入者を歓迎などしないのであ
る。

ロールプレイ
　ドラゴンボーンの傭兵ケスクは、キャラクターたちが
真正面から近づいてきたなら彼らと話すこともある。彼
は脅しつけるように、「貴様ら、ここに何の用だ」と言う。
可能であれば、彼はリザードフォークが会話を理解でき
るように、竜語で話そうとする。話し合いがどうなるに
しろ、戦闘なしには囚人の解放は不可能である。

戦術
　戦端が切られると、ケスクはすぐにオーヴァーホウェ
ルミング・ストライクを使用し、罠使いがネットを投げて
冒険者たちを絡め取れるよう、罠使いが戦術的優位を得られる
ようにしようとする。冒険者たちを絡め取ると、罠使いは敵を牢
の穴に引きずり込もうとする。毒針使いは暗い岩棚の上から明るい
場所へと毒針を撃ち、攻撃されるまではそこに留まる。
　リザードフォークたちはティアマトの怒りを恐れており、逃げよ
うとはしない。ドラゴンボーンは、状況が絶望的になれば降伏する。

このエリアの情報
　明るさ：キャンプファイアーは洞穴の北側の岩棚までを “明るく”
照らし出している。岩棚の上の部分は“暗い”。
　キャンプファイアー：キャンプファイアーを含むマス目に入るか、
そのマス目でターンを終了したクリーチャーは1d6の［火］ダメージ
を負う。
　毛皮の山：加工済みの皮が乱雑に積み上げられて寝床らしきもの
になっている。これは“移動困難な地形”である。
　雑貨：食料やエール、その他の雑貨を詰めた箱のある場所は、“移
動困難な地形”である。
　岩棚：ここは地表より15フィート高くなっている。上ったり降
りたりするには難易度12の〈運動〉判定と5マスの移動を要する。
　水溜り：水溜りは浅く、“移動困難な地形” である。水はきれいで
冷たい。
　牢の穴：穴の深さは10フィートである。穴を伝い降りたりよじ
登ったりするには、難易度12の〈運動〉判定
と3マスの移動を要する。黒い髪と髭を
した青ざめたヒューマンが 1 人、いか
にも酷い扱いを受けたふうで、穴の底
に丸くなっている。
　岩：△で示された岩が
ちなマス目は、“移動
困難な地形” であ
る。
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結末
　ケスクは捕らえられると、悪びれるふうもなく、話には応じるか
ら俺を殺すなと言う。冒険者たちが彼を逃がしてやると約束するか、
あるいは彼自身が完全に怯えてしまう（難易度19の〈威圧〉判定）ま
で、彼は何も情報を明かさない。彼は、ロンニックという名のヒュー
マンが彼を雇ってゴルディを攫わせたのだという。彼はロンニック
の風体について正確に説明する（実はケスクが会った人物は、ロン
ニックに変装したドッペルゲンガーのサールである。詳細はセッ
ション2参照のこと）。キャラクターたちがケスクを殺すことにし
た場合、ドラゴンボーンは、“では、捕虜として処刑されるのでなく、
武器を手にして戦いの中で死にたい”と言う。
　囚人：ゴルディはひどく体調が悪い（難易度12の〈治療〉判定に成
功すれば、彼は遅効性の毒に冒されていることがわかる）。すぐに
城塞に連れ帰れば、ベンウィックは彼を完全に治すことができる（詳
細はセッション2：城壁の中の騒動を参照のこと）。   
　宝物：ケスクは銀のネックレスに、ティアマトの紋章の入ったペ
ンダントヘッドを下げ（50gp）、そのほかに30gp持っている。物資
の中にはポーション・オヴ・ヒーリング（『プレイヤーズ・ハンド
ブック第4版』または『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ』
参照）が1本ある。

ドラゴンボーンの傭兵ケスク（D）	 レベル 2　遊撃役
中型・自然・人型	 XP125
hp：38；重傷値：19 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健13、反応14、意志14 〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
スカーミッシュ／機動戦闘

　ケスクは、移動を開始した場所から4マス以上離れた場所で移動を終えたな
ら、次の自分のターンの開始時まで近接攻撃において1d6の追加ダメージを
与える。

標準アクション
m バトルアックス（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC、ケスクが重傷なら＋8対AC
ヒット：1d10＋4ダメージ、ケスクは2マスまでのシフトを行なう。

M オーヴァーホウェルミング・ストライク／圧倒する打撃（［武器］）◆遭遇毎
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC、ケスクが重傷なら＋8対AC
ヒット：2d10＋4ダメージ、目標は戦術的優位を与える（セーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ。

マイナー・アクション
C ドラゴン・ブレス／竜の吐息（［電撃］）◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・噴射3（噴射内のクリーチャーすべて）；＋5対“反応”
ヒット：1d6＋2の［電撃］ダメージ。

トリガー型のアクション
タクティカル・ウィズドローアル／戦術的撤退◆遭遇毎
トリガー：ケスクが重傷になる。
効果（即応・対応）：ケスクは3マスまでのシフトを行なう。

【筋】 18（＋5）	 【敏】 16（＋4） 【判】 13（＋2）
【耐】 14（＋3）	 【知】 8（±0） 【魅】 10（＋1）
属性：無属性 言語：共通語、竜語
装備：ハイド・アーマー、バトルアックス

ガード・ドレイク（G）	 レベル 2　暴れ役
小型・自然・野獣（爬虫類）	 XP125
hp：48；重傷値：24 イニシアチブ：＋3
AC15；頑健15、反応13、意志12 〈知覚〉＋7
移動速度：6
標準アクション
m バイト／かみつき◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋3ダメージ（味方から2マス以内にいるなら1d10＋9）。

【筋】16（＋4）	 【敏】 15（＋3） 【判】 12（＋2）
【耐】 18（＋5）	 【知】 3（−3） 【魅】 12（＋2）
属性：無属性 言語：―

グリーンスケイルの罠使い（T）	 レベル 3　制御役
中型・自然・人型（爬虫類）、リザードフォーク	 XP150
hp：46；重傷値：23 イニシアチブ：＋5
AC17；頑健14、反応16、意志14 〈知覚〉＋3
移動速度：6（沼渡り）
標準アクション
m スピア（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。

C ネット・トス／投網（［武器］）◆無限回
必要条件：ネットを使用していること。
攻撃：近接範囲・噴射2（噴射内の敵すべて）；＋6対“反応”
ヒット：1d4＋3ダメージ、目標は動けない状態（セーブ／終了）になる。
ミス：罠使いは目標を、噴射の外のマスまで1マス横滑りさせることができる。

移動アクション
ネット・ドラッグ／網引き◆無限回
効果：罠使いは移動速度ぶんの移動を行ないつつ、自分のネットによって動け
ない状態にしているクリーチャーたちを同じ距離だけ引き寄せる。この移動は、
この罠使いのネットによって動けない状態にされているクリーチャーからは機
会攻撃を誘発しない。

マイナー・アクション
M フェラル・キック／暴れ蹴り◆無限回
必要条件：この罠使いが重傷であること。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：目標を1マス横滑りさせることができる。
技能：〈運動〉＋7、〈隠密〉＋10
【筋】 13（＋2）	 【敏】 18（＋5） 【判】 14（＋3）
【耐】 14（＋3）	 【知】 8（±0） 【魅】 8（±0）
属性：無属性 言語：竜語
装備：ネット×3、スピア

ポイズンスケイルの毒針使い（N）	 レベル 3　雑魚　砲撃役
小型・自然・人型（爬虫類）、リザードフォーク	 XP 各 38
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。 イニシアチブ：＋5
AC17；頑健13、反応16、意志14 〈知覚〉＋3
移動速度：6（沼渡り）
特徴
スナイパー／狙撃手

　毒針使いが隠れている時に行なった攻撃がミスしたなら、その毒針使いの隠
れ身は終了しない。

標準アクション
m クロー／爪◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：5ダメージ。

r ブロウガン（［毒］、［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：5［毒］ダメージ。クリティカル・ヒットの場合、目標はさらに気絶状態に
なる（セーヴ・終了）。

【筋】 12（＋2）	 【敏】 18（＋5） 【判】 15（＋3）
【耐】 11（＋1）	 【知】 7（−1） 【魅】 9（±0）
属性：無属性 言語：竜語
装備：ブロウガン、毒を塗ったブロウガン用ニードル×10
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遭遇レベル2（655XP）

セットアップ
ハーフリングの盗賊（H）
普通の山賊（B） 3体
ヒューマンの暴漢（G） 5体

　キャラクターたちは、広場の中央の表示されたエリアから遭遇を
開始する。

キャラクターたちがハーフリングを追跡したなら、以下の文章を読み
上げること：
　ハーフリングは雨の中を走りぬけ、濡れた道を城塞の噴水のほうへ
と走ってゆく。あとちょっと、というところで彼は急に横道に逸れ、そ
うして君たちは何やら荒っぽいいでたちの連中が影の中から歩みだし
てくる真ん中に取り残される。
「おびき寄せたぜ」ハーフリングは叫ぶ「やっちまえ！」

キャラクターたちが何も気付かずにやってきたなら、以下の文章を読
み上げること：
自分たちの宿のほうに向かい、城塞の噴水広場にさしかかったとき、
君たちは口笛の音を聞く。日の名残りの明るさの中に鋼の光がきらめ
き、数名の荒っぽいいでたちの連中が影の中から誰もいない広場へと
歩みだしてくる。

　受動〈知覚〉12未満のキャラクターは不意を討たれる。

戦術
　キャラクターたちが不意を討たれたなら、山賊どもはダ
ガーを抜く。山賊どもと暴漢どもは相手を広場の真ん中
に追い詰めようとする。それができなかった場合、なら
ず者たちはそれぞれの持つパワーに従いできる限りの
ことをして戦う。
　キャラクターたちが圧倒的に有利になると、サール
は降伏する。もっとも盛り上がるタイミングを選ぶ
こと。他のならず者たちは逃げようとする。

このエリアの情報
明るさ：夕刻にさしかかろうとしているが、

しかしこのあたり一帯はまだ“明るい”光が残っ
ている。
ベンチ／プランター：これらの障害物の

あるマス目は“移動困難な地形”である。
噴水：噴水のあるマス目に押しやられ

たり、引き寄せられたり、横滑りさせ
られたりしたクリーチャーは、セーヴィ
ング・スローに成功しない限り噴水の中で伏
せ状態になる。それ以外の場合、噴水は“移
動困難な地形”である。

サール
　戦闘の間、サールは影の中に隠れ、建物のひさしの影から成り行
きを見守っている。受動〈知覚〉が19以上のキャラクターは彼女に
気付き、また彼女こそベンウィックが言っていた人物であるとわか
る。彼女は戦闘には参加せず、ベンウィックから受けた指示通り、
ロンニックの銀行から目を離さずにいる。

結末
　ならず者達とハーフリングは、自分達はロンニックから冒険者一
行を始末するよう頼まれたと思い込んでいるが、実はそれはロン
ニックに化けたサールだったのである。
　戦闘が一段落すると、サールはパーティ一行に近づく。サールが
ドッペルゲンガーであるということを見抜くのは難しい。彼女は、
数時間前にロンニックが銀行の中に入っていくのを見た、そして立
ち去るところは見ていないと言う。彼女は、暗くなるまで待ってロ
ンニックの家を捜索するのがよいと言う。
　パーティ一行がサールに、どうして戦闘に参加しなかったのか、
あるいは待ち伏せについて警告してくれなかったのかと問うと、彼
女は、自分の正体がバレるような危険は冒したくなかったのだと応
える。彼女は “よろめき巨人” 亭の常連で、ベンウィックやキャラク
ターたちとのつながりは隠し
ておこうとしている。
　キャラクターたちが小休憩
を終えたところで、ロンニッ

クの銀行の鎧戸の下
りた窓から、煙が
流れ出してくる。

遭遇1−2：噴水広場
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ハーフリングの盗賊（H）	 レベル 2　遊撃役
小型・自然・人型	 XP125
hp：34；重傷値：17 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健13、反応16、意志14 〈知覚〉＋1
移動速度：6
特徴
ニンブル・リアクション／機敏な対応

　ハーフリングは機会攻撃に対するACに＋2ボーナスを得る。
標準アクション
m ダガー（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d4＋5ダメージ。このハーフリングが目標に対して戦術的優位を得て
いるならさらに1d6。
効果：このハーフリングは1マスシフトする。

r スローイング・ダガー／ダガー投擲（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d4＋5ダメージ。このハーフリングが目標に対して戦術的優位を得て
いるならさらに1d6。

M モバイル・メレー・アタック／機動近接攻撃◆無限回
効果：このハーフリングは4マスまでの移動を行ない、移動中の任意の時点で
ダガーを使用する。この移動は、この攻撃の目標からは機会攻撃を誘発しな
い。

技能：〈隠密〉＋9、〈軽業〉＋9、〈盗賊〉＋9
【筋】 12（＋2）	 【敏】 16（＋4） 【判】 11（＋1）
【耐】 10（＋1）	 【知】 10（＋1） 【魅】 14（＋3）
属性：無属性 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ダガー×6

普通の山賊（B）	 レベル 2　遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP 各 125
hp：37；重傷値：18 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健12、反応14、意志12 〈知覚〉＋1
移動速度：6
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位

　この山賊は、戦術的優位を得ているクリーチャーに対して1d6の追加ダメー
ジを与える。

標準アクション
m メイス（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ、この山賊は1マスのシフトを行なえる。

r ダガー（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d4＋5ダメージ、この山賊は1マスのシフトを行なえる。

M デイジング・ストライク／幻惑打撃（［武器］）◆再チャージ：この攻撃がミスし
た時
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ、目標はこの山賊の次のターンの終了時まで幻惑状
態になる。
効果：この山賊は1マスのシフトを行なえる。
技能：〈隠密〉＋9、〈事情通〉＋7、〈盗賊〉＋9
【筋】 12（＋2）	 【敏】 17（＋4） 【判】 11（＋1）
【耐】 13（＋2）	 【知】 10（＋1） 【魅】 12（＋2）
属性：無属性 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、メイス、ダガー×4

ヒューマンの暴漢（G）	 レベル 2　雑魚　兵士役
中型・自然・人型	 XP 各 31
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。 イニシアチブ：＋3
AC15；頑健13、反応11、意志11 〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
モブ・ルール／数だのみ

　この暴漢から5マス以内に他のヒューマンの暴漢が2体以上いるなら、この暴
漢は全防御値に＋2ボーナスを得る。

標準アクション
m クラブ（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：5ダメージ。

【筋】 14（＋3）	 【敏】 11（＋1） 【判】 12（＋2）
【耐】 12（＋2）	 【知】 9（±0） 【魅】 13（＋2）
属性：無属性 言語：共通語
装備：クラブ
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遭遇レベル1（600XP）

セットアップ
レッサー・ウォーター・エレメンタル（W）
レッサー・ファイアー・エレメンタル（F） 4体

　また、着火した床をわかるように示すために、ハザード・トーク
ンか、その他の何か簡単で平らなものが必要である。　

　パーティが入ってきたら、以下の文章を読み上げること：
　ロンニックの銀行は、一部は居心地の良い家、一部は商用というつ
くりになっている。家具のしつらえはいかにも成功した商人といった
ふうで、仕事用のカウンターが中央のホールを横切っている。まった
くもってなんの変哲もない部屋だ……なにやら燃え盛る火のような人
型生物がそこらじゅうを飛びはね、水のような人型生物が楽しげにご
ろごろ唸っていさえしなければ。
　カウンターの後ろには秘術の秘文で描いた円が青く光り、円陣から
力を得ていると思しきエレメンタルたちと一緒にその光は脈動してい
る。ほかにふたつの品物―火鉢と水盤―も、円陣とともに脈動す
る光を放っている。

技能チャレンジ：
消火活動
　この技能チャレンジが目標とするのは、炎に力を与え続けている
魔法のシステムを止めることである。〈魔法学〉の技能は、システム
のネットワークから力を吸い出すのに使える。火鉢や水盤を倒して
しまうことでもシステムを妨害できる。最後に、秘文を上手く壊し
てしまえば火を鎮めることができる。
　プレイヤーたちが技能チャレンジに慣れていないようであれば、
どのように技能を使うべきか説明してもいいし、どうすれば魔法の
システムを構成する様々な要因に手を加えることが可能となるかに
ついて説明してもいい。

レベル：1（XP100）
複雑度：1（技能判定に3回失敗する前に4回成功しなければなら

ない）
主要技能：〈運動〉、〈盗賊〉、〈魔法学〉

　〈運動〉（難易度12、標準アクション）：水盤または火鉢に隣接す
る冒険者1体は、技能判定に成功したら、以下の攻撃のいずれか1
つを行なう。そのキャラクターがどちらのアイテムをひっくり返せ
たかによって、行なえる攻撃がどちらになるか決まる。それぞれの
アイテムについて、成功がカウントできるのは1回のみである。

水盤	 1 回限り／地形パワー
　氷のような水がほとばしり、触れるものをすべて凍えさせる。
目標：近接範囲・噴射3の範囲内のクリーチャーすべて。水盤のあるマス目を噴

射の起点とする
攻撃：＋4対“頑健”
ヒット：1d6＋4の［冷気］ダメージ。
効果：噴射範囲内のファイアー・トークンは取り除かれる。

火鉢	 1 回限り／地形パワー
　燃え盛る燃料が部屋中に散らばり、触れるものをすべて燃え上がらせる。
目標：近接範囲・噴射3の範囲内のクリーチャーすべて。火鉢のあるマス目を噴

射の起点とする
攻撃：＋4対“反応”
ヒット：1d6＋4の［火］ダメージ。

　〈盗賊〉（難易度12、標準アクション）：秘文の円陣に隣接する英
雄1体が秘文を壊し、魔法のシステムの力を弱める。
　〈魔法学〉（難易度12、標準アクション）：キャラクターはシステ
ムから魔法を引き出し、その力を消滅させることで成功を稼ぐ。

　成功：部屋の中の元素の炎は消える。すべてのファイアー・トー
クンをマップから取り除くこと。以後の戦闘で新たなトークンが置
かれることはない。
　失敗：英雄達がこの技能チャレンジに失敗したなら、炎は戦闘の
間じゅう燃え続け、すべてのエレメンタルが破壊されるまで消える
ことはない。ただし、技能チャレンジに失敗したとしても、英雄た
ちは経験値を獲得する。

銀行炎上
　エレメンタルたちは銀行を焼き落とそうとしている。ファイ
アー・トークンを使用し、エレメンタルの火の延焼を示すこと。

　ファイアー・トークンの配置：戦闘開始時に、個々のファイアー・
エレメンタルの開始地点にファイアー・トークンを置く。
　ファイアー・エレメンタルがそのターンを終了したとき、そのエ
レメンタルに隣接する何ものにも占められていないマス目のひとつ
が着火する。そのエレメンタルに隣接するマス目で、トークンが置
かれていないもののひとつにファイアー・トークンを置く。その際、
同時にキャラクターにも隣接しているマス目を優先させる。

　ファイアー・トークンの効果：エレメンタルでないクリーチャーが
火の着いたマス目に入り込むか、そこでターンを終了すると、その
クリーチャーは1d6の［火］ダメージを被る。また、エレメンタルで
ないクリーチャーは、ターンを終了するごとに、そのクリーチャー
に隣接している火の着いたマス目1つにつき2の［火］ダメージを被
る。

遭遇1−3：圧力鍋
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たかによって、行なえる攻撃がどちらになるか決まる。それぞれの
アイテムについて、成功がカウントできるのは1回のみである。

ないクリーチャーは、ターンを終了するごとに、そのクリーチャーないクリーチャーは、ターンを終了するごとに、そのクリーチャー
に隣接している火の着いたマス目1つにつき2の［火］ダメージを被に隣接している火の着いたマス目1つにつき2の［火］ダメージを被
る。
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戦術
　ファイアー・エレメンタルは侵入者を殺そうと襲い掛かるが、常
に火を広げるように動き回る。ウォーター・エレメンタルは秘術の
秘文の円陣を守り、また敵を円陣から追い払っては燃えているマス
目に押し込んで火傷を負わせるために最善を尽くす。

このエリアの情報
　明るさ：炎と秘文の円陣が、この一帯を“明るく”照らし出している。
　家具調度：家具調度のあるマス目は “移動困難な地形” である。火
の入っていないストーブはその場を移動困難な地形とするために置
かれているものである。
　秘文の円陣：難易度19の〈魔法学〉判定に成功したキャラクター
は、この円陣がつい30分前に作られたものだということがわかる

（実はベンウィックが“よろめき巨人”亭を立ち去った後にこの円陣を
作り、その後、英雄達にロンニックの後を追わせるためにこれを作
動させたのである）。
　宝物：戦術マップに記された壁の隙間に、ロンニックの金庫があ
る。金庫の扉は開いてだらしなく揺れているが、その中にはまだ赤
いガーネットが1個（100gp）、200sp、それにレベル2の魔法の装
具が1つ入っている。

結末
　冒険者たちが火を消すかどうかに関わらず、最終的に火は収まり、
彼らは銀行の中を探索することができる。机の中に署名をした書類
が入っており、その中には城塞周辺の地図もある。地図の中には“井
戸の隠れ家” と書いてある場所がある。おそらくロンニックはここ
に逃げたに違いないとキャラクターたちは考えるだろう（詳細はセッ
ション4：王の壁の隠れ家を参照のこと）。実はそこに地図を隠した
のはベンウィックで、ティアマトの狂信集団の大部分が隠れている
竜牙の丘に赴く前に英雄達を王の壁に向かわせ、そこにいる狂信者
どもを片付けさせようというのである。

レッサー・ウォーター・エレメンタル（W）	 レベル 1　制御役
小型・元素・魔獣（水棲、水）	 XP100
hp：29；重傷値：14 イニシアチブ：＋2
AC：15；頑健14、反応13、意志12 〈知覚〉±0
移動速度：6、水泳6
特徴
アクアティック／水棲

このエレメンタルは水中で呼吸することができる。また、水中戦闘においては、
（水棲）キーワードを持たないクリーチャーに対する攻撃ロールに＋2のボーナ
スを得る。

センシティヴ・トゥ・コールド／冷気に対する脆弱化
このウォーター・エレメンタルは、［冷気］ダメージを受けたなら、次の自分のタ
ーンの終了時までに自分にヒットした最初の攻撃に対して、“冷気に対する脆
弱性5”を得る。

標準アクション
m スラム／叩きつけ◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：1d6ダメージおよび継続的ダメージ5（セーヴ・終了）。

C ホウェルム／激流噴射◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・噴射3（噴射の範囲内の敵すべて）；＋4対“頑健”
ヒット：2d6＋2ダメージ。エレメンタルは目標を2マス押しやり、目標は倒れて
伏せ状態になる。

マイナー・アクション
ドラウニング・エッセンス／水くぐつ◆無限回（1ラウンド1回のみ）
効果：このエレメンタルは、自分のスラムによる継続的ダメージを受けているク
リーチャーすべてを、1マスずつ横滑りさせる。

【筋】 16（＋3）	 【敏】 14（＋2） 【判】 11（±0）
【耐】 13（＋1）	 【知】 5（−3） 【魅】 8（−1）
属性：無属性 言語：始原語を理解する

レッサー・ファイアー・エレメンタル（F）	 レベル 1　遊撃役
小型・元素・魔獣（火）	 XP100
hp：27；重傷値：13 イニシアチブ：＋6
AC：14；頑健12、反応14、意志13 〈知覚〉＋1
移動速度：8、飛行4（劣悪）
特徴
フローズン・イン・プレイス／冷気による足止め

このファイアー・エレメンタルは、［冷気］ダメージを受けたなら、次の自分のタ
ーンの終了時までシフトを行なうことができなくなる。

ハート・オヴ・フレイム／炎の心（［火］）
　このエレメンタルに隣接する敵がこのエレメンタルに近接攻撃を行なってミス
したなら、その敵は3［火］ダメージを受ける。

標準アクション
m スラム／叩きつけ（［火］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：継続的［火］ダメージ5（セーヴ・終了）。

マイナー・アクション
フリッカリング・フレイム／揺れ動く炎◆無限回
効果：このエレメンタルは1マスのシフトを行なう。

【筋】 10（±0）	 【敏】 19（＋4） 【判】 13（＋1）
【耐】 11（±0）	 【知】 5（−3） 【魅】 6（−2）
属性：無属性 言語：始原語を理解する
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遭遇レベル1（550XP）

セットアップ
竜鱗盾のコボルド（D）
コボルドのスリング兵（S）
コボルドの敏速剣士（Q） 2体
コボルドの穴潜り（T） 5体

プレイヤー達がフィギュアを配置したら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　井戸は周囲の廃墟と同様に風雨に晒されてぼろぼろになっている。
真新しい木の枠組みが井戸の上に組み上げられ、ロープが1本、枠組
みにくくりつけられているのが見える。古いバケツがひとつ、近くに
放り出されており、その隣には未使用のロープがひと巻き置かれている。
　壁のうち、井戸からそう遠くない一箇所は、そこだけ何かがおかし
いという感じがする。

　冒険者たちが井戸の中を覗き込むと、井戸は乾いているのがわか
る。壁に近づいてよく調べることもできる（その場合、フィギュア
を戦術マップ上の “脆い壁”（Weak Wall）と示されたエリアに向かっ
て移動させること）。難易度12の〈地下探険〉判定に成功したキャラ
クターは、この壁が最近、何か道具を用いて故意に脆くされたこと
がわかる。
　頃合を見計らって、コボルドどもが影に乗じて隠れたまま、こっ
そりとパーティ一行に近づいてくる。受動〈知覚〉が19以上のキャ
ラクターは、コボルドどもがやってくるのを聞きつける。キャラク
ターの誰かがコボルドに気付いたなら、コボルドを戦術マップに表
示された場所に配置すること。英雄達がコボルドに気付かなかった
なら、コボルドをさらに6マス移動させるが、壁の近くには居続け
るようにすること。竜鱗盾のコボルドは “脆い壁” の隣に配置するこ
と。竜鱗盾のコボルドは近くのキャラクターの上に壁を崩落させて
戦闘を開始しようとする。先の〈地下探険〉判定に成功したキャラク
ターは、壁の攻撃に対する反応防御値に＋2のボーナスを得る。

脆い壁	 1 回限り／地形パワー
壁のこの部分の土台は掘り崩されている。強く押せば壁は倒れてしまう。

標準アクション
必要条件：壁を崩壊させようとするクリーチャーは、壁に隣接していなければなら

ない。
判定：〈運動〉難易度15
成功：以下の攻撃を行なう。
目標：近接範囲・噴射2の範囲内のクリーチャーすべて。脆い壁のあるマス目を

噴射の起点とする
攻撃：＋4対“反応”
ヒット：1d8＋3ダメージ、および目標は2マスまで押しやられ、伏せ状態になる。
ミス：半減ダメージ、および目標は1マス押しやられる。
効果：噴射の範囲は“移動困難な地形”になる。また、壁が崩れた後も、壁のあ

ったマス目は“遮断地形”のままである。

戦術
　すでに壁を崩落さ
せていた場合を除き、
敏速剣士と竜鱗盾の
コ ボ ル ド は、 壁 を
キャラクター達の上
に倒そうとする。そ
の際、可能であれば
2 〜 3 体の敵を崩壊
に巻き込もうとする。
壁を押す際、コボル
ド用の判定を行なう
こと。失敗すれば冒
険者たちは彼らの意
図を見抜き、コボル
ドどもを出し抜くこ
とができる。さもな
ければコボルドは計
画通り攻撃を行ない
つつ、隅に追い詰め
られることは避けよ
うとする。
　コボルドどもは全
員ティアマトの狂信
者であり、死ぬまで戦う。ただし戦闘の終わり近くに、コボルドの
1体が仲間に対し、竜牙の丘に急いでロンニックと仲間たちに警告
しろと指示する。

このエリアの情報
　明るさ：このエリアは“暗い”。
　大岩：大岩は “遮断地形”であり、上るには難易度8の〈運動〉判定
が必要である。
　瓦礫：岩がちなマス目は “移動困難な地形” で、戦術マップ上には
△で示されている。
　樹木：木の生えたマス目は“移動困難な地形”である。
　壁：この “遮断地形”の高さは20フィートである（登るには難易度
15の〈運動〉判定を要する）。
　井戸：井戸は枯れており、深さは10フィートである。井戸を含
むマス目に強制的に移動させられたクリーチャーは井戸に落ちる可
能性がある。よじ登って出るには5マスの移動と難易度10の〈運動〉
判定を要する。

遭遇1−4：井戸の番人

Weak Wall



竜鱗盾のコボルド（D）	 レベル 1　兵士役
小型・自然・人型（爬虫類）	 XP100
hp：36；重傷値：18 イニシアチブ：＋4
AC18、；頑健14、反応13、意志13 〈知覚〉＋2
移動速度：5 暗視
標準アクション
m ショートソード（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d6＋6ダメージ。
効果：このコボルドは次の自分のターンの終了時まで目標をマークする。

M ダーティ・タクティクス／姑息な戦闘術（［武器］）◆遭遇毎
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：2d6＋7ダメージ、目標はこのコボルドの次のターンの終了時まで動け
ない状態になる。
ミス：半減ダメージ、目標はこのコボルドの次のターンの終了時まで減速状態
になる。

マイナー・アクション
シフティ／素速いシフト◆無限回
効果：このコボルドは1マスのシフトを行なう。

トリガー型アクション
ドラゴンシールド・タクティクス／竜鱗盾の戦闘術◆無限回
トリガー：このコボルドに隣接する敵がシフトする、または敵がこのコボルドに
隣接するマスに移動する
効果（即応・対応）このコボルドは1マスシフトする。

技能：〈運動〉＋8、〈隠密〉＋7、〈盗賊〉＋7
【筋】14（＋3）	 【敏】13（＋2） 【判】12（＋1）
【耐】12（＋2）	 【知】9（±0） 【魅】10（±0）
属性：悪 言語：共通語、竜語
装備：スケイル・アーマー、ライト・シールド、ショート・ソード

レベル1　砲撃役

hp：24；重傷値：12 イニシアチブ：＋3
AC13、；頑健12、反応14、意志12 〈知覚〉＋1
移動速度：6 暗視
標準アクション
m ダガー（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d4＋3ダメージ。

r スリング（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

R スペシャル・ショット／特殊な矢弾（［武器］）◆無限回（1遭遇に3回まで）
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。さらに加えて以下の効果1つ（1d6をロールして決定）：
　1 2 スティンクポット／悪臭弾：目標は攻撃ロールに−2のペナルティを受
ける（セーヴ・終了）。

　3 4 ファイアーポット／火炎弾（［火］）：目標は継続的［火］ダメージ2（セ
ーヴ・終了）を受ける。

　5 6 グルーポット／粘着弾：目標は“動けない状態”になる（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
シフティ／素速いシフト◆無限回
効果：このコボルドは1マスのシフトを行なう。

技能：〈隠密〉＋8
【筋】9（−1）	 【敏】17（＋3） 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）	 【知】9（−1） 【魅】10（±0）
属性：悪 言語：共通語、竜語
装備：レザー・アーマー、ダガー、スリング、スリング・ブリット×20、特殊な矢弾

3発分

コボルドの敏速剣士（Q）	 レベル 1　遊撃役
小型・自然・人型（爬虫類）	 XP100
hp：29；重傷値：14 イニシアチブ：＋5
AC15、；頑健12、反応14、意志12 〈知覚〉＋1
移動速度：6 暗視
標準アクション
m ショート・ソード（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d6＋3ダメージ。この攻撃は、（このコボルドがこのターンの開始時
以降にシフトしたマスの数×2）の追加ダメージを与える。

移動アクション
フリート・フィート／俊足◆無限回
効果：このコボルドは3マスまでのシフトを行なう。

マイナー・アクション
シフティ／素速いシフト◆無限回
効果：このコボルドは1マスのシフトを行なう。
技能：〈運動〉＋4、〈隠密〉＋8、〈盗賊〉＋8
【筋】8（−1）	 【敏】17（＋3） 【判】13（＋1）
【耐】13（＋1）	 【知】9（−1） 【魅】10（±0）
属性：悪 言語：共通語、竜語
装備：レザー・アーマー、ライト・シールド、ショート・ソード

コボルドの穴潜り（T）	 レベル 1　雑魚　遊撃役
小型・自然・人型（爬虫類）	 XP25
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。 イニシアチブ：＋5
AC15、；頑健12、反応14、意志12 〈知覚〉＋1
移動速度：6 暗視
標準アクション
m ジャヴェリン（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ。

r ジャヴェリン（［武器］）◆無限回（3回／遭遇）
攻撃：遠隔・10／20（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ。

マイナー・アクション
シフティ／素速いシフト◆無限回
効果：このコボルドは1マスのシフトを行なう。

トリガー型のアクション
ナロウ・エスケープ／危機を脱する◆無限回
トリガー：近接範囲攻撃または遠隔範囲攻撃が、このコボルドにヒットまたは
ミスする
効果（即応・割込）：このコボルドは3マスまでのシフトを行なう。

【筋】8（−1）	 【敏】16（＋3） 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）	 【知】9（−1） 【魅】10（±0）
属性：悪 言語：共通語、竜語
装備：レザー・アーマー、ジャヴェリン×3

結末
　捕虜にしたコボルドを脅しつけるのは簡単である。脅しが成功し
なかった場合、1体が死ぬ前に、さも自慢げにこう言う。すなわち、
ロンニックは彼らの狂信集団の後ろ盾なのだ、と。彼はそれを完全
に信じ込んでいる。さらにコボルドは、竜牙の丘に向かわずに偽の
隠れ家にのこのこやってきたキャラクターたちを嘲笑う。キャラク
ターたちは今やロンニックとティアマトの関係を知り、副次クエス
ト（各20XP）をひとつ達成したというわけだ。

レベル1　砲撃役レベル1　砲撃役レベル1　砲撃役レベル1　砲撃役レベル1　砲撃役レベル1　砲撃役

hp：hp：24；重傷値：12 イニシアチブ：＋3
AC13、；頑健12、反応14、意志12 〈知覚〉＋1
移動速度：6 暗視
標準アクション
m ダガー（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d4＋3ダメージ。

r スリング（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

R スペシャル・ショット／特殊な矢弾（［武器］）◆無限回（1遭遇に3回まで）
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。さらに加えて以下の効果1つ（1d6をロールして決定）：

1 2 スティンクポット／悪臭弾：目標は攻撃ロールに−2のペナルティを受
ける（セーヴ・終了）。

3 4ファイアーポット／火炎弾（［火］）：目標は継続的［火］ダメージ2（セ
ーヴ・終了）を受ける。

5 6 グルーポット／粘着弾：目標は“動けない状態”になる（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
シフティ／素速いシフト◆無限回
効果：このコボルドは1マスのシフトを行なう。

技能：〈隠密〉＋8
【筋】9（−1）	 【敏】17（＋3） 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）	 【知】9（−1） 【魅】10（±0）
属性：悪 言語：共通語、竜語
装備：レザー・アーマー、ダガー、スリング、スリング・ブリット×20、特殊な矢弾

3発分

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ。

r ジャヴェリン（［武器］）◆無限回（3回／遭遇）
攻撃：遠隔・10／20（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ。

マイナー・アクション
シフティ／素速いシフト◆無限回
効果：このコボルドは1マスのシフトを行なう。

トリガー型のアクション
ナロウ・エスケープ／危機を脱する◆無限回
トリガー：近接範囲攻撃または遠隔範囲攻撃が、このコボルドにヒットまたは
ミスする
効果（即応・割込）：このコボルドは3マスまでのシフトを行なう。

【筋】8（−1）	 【敏】16（＋3） 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）	 【知】9（−1） 【魅】10（±0）
属性：悪 言語：共通語、竜語
装備：レザー・アーマー、ジャヴェリン×3

結末
　捕虜にしたコボルドを脅しつけるのは簡単である。脅しが成功し
なかった場合、1体が死ぬ前に、さも自慢げにこう言う。すなわち、
ロンニックは彼らの狂信集団の後ろ盾なのだ、と。彼はそれを完全
に信じ込んでいる。さらにコボルドは、竜牙の丘に向かわずに偽の
隠れ家にのこのこやってきたキャラクターたちを嘲笑う。キャラク
ターたちは今やロンニックとティアマトの関係を知り、副次クエス
ト（各20XP）をひとつ達成したというわけだ。
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■ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版　D&D	エンカウンターズTM・アドベンチャー
　『国境の城塞』五部作	第一章「策謀の砦」

日本D&D Encountersボランティアの会
翻訳：滝野原南生
翻訳協力：桂令夫、柳田真坂樹、塚田与志也
編集：上田明（HobbyJAPAN）
日本語版デザインワーク：田中彰（HobbyJAPAN）

■『国境の城塞』は、2010年に開催のD&D EncountersTM のアドベンチャー『Keep on the Borderlands』を
翻訳したものです。

● 文中で触れられているフルカラー・マップ、“このプログラムに必要な情報”、D&D encountersを、当時
のスケジュールに沿って開催することに必要な事物、モンスターのトークン、キャラクター・シート
等は英語版のキットに含まれていたもので、この日本語版冊子のデータには含まれません。

● 翻訳、未訳ともに文中で触れられている製品などの情報は、2011年12月時点のものです。
● D&D EncounterTM はプレイスペースがある店舗で開催されるイベントです。開催には、ウィザーズ・

プレイ・ネットワーク（WPN）へ店舗、オーガナイザーなどについて登録、開催申請などが必要です。
詳しくは、http://www.wizards.com/wpn/ をご参照ください。また、ご質問等もWPNへお願いします。

● 本書そのもの、本書のデジタルデータ、プリントアウト、および掲載されたイラスト、図版、文章などの
無断転載、複写、複製ならびに、形態を問わず再配布を禁じます。

HobbyJAPAN ゲーム事業課

http://hobbyjapan.co.jp/dd/
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-15-8新宿Hobbyビル
カスタマーサービス TEL:03-5304-9286
受付時間:月〜金 13:00〜18:00（土日祝日除く）
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　安息砦には富と栄光が待つ――遠い昔、流星がこの地に刻
んだという“混沌の傷痕”の谷に、敢えて踏み込む勇気あるもの
のために。そう、君たちは聞き及んでいる。しかし、その同じ噂は
、こうも警告するのだ。すなわち“混沌の傷痕”は忌まわしいもの
どもを引き寄せるのだ、と。おそらく君たちは件の谷が邪悪を呼
び寄せるのを食い止め……そして相応の宝物を手に入れられ
るだろう。

　『国境の城砦：毒蛇の季節TM』（第1章）は、2010年〜2011年
の秋から冬にかけての公式プレイ・プログラムであるD&Dエン
カウンターズ・シーズン用に、1レベルキャラクター5人を対象と
してデザインされたアドベンチャーです。このD&Dアドベンチャ
ーには、フルカラーのバトルマップ、すぐに遊べるように準備さ
れた遭遇、そしてD&Dエンカウンターズ公式プレイ・プログラム
に関する、DM用の情報が含まれています。

安息砦の中に　
　腐敗が潜む




