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　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。

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5：入り口の洞窟」および「遭遇2−5：忌まわしき

流れ」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。
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　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5	 125XP
セッション6	 110XP
セッション7	 135XP
副次クエスト：“毒蛇の瞳” を発見する	 20XP
セッション8	 135XP

　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2章の終了時に、それぞれ525XPを獲得する。
　レベルアップ：第2章の終了時までに、キャラクターたちは2レベ
ルになるのに足るだけの経験値を獲得する。1,000XPに到達した後、
プレイヤーはセッションとセッションの間に、自分のキャラクター
のレベルアップ作業を行なうこと。すべてのキャラクターは、第3
章の開始時には2レベルになっているはずである（これについては、
次回のアドベンチャーのキット中でカバーされている）。

　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。

キャラクター作成
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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5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。

入手できる宝物
宝物	 宝物が入手できる場所
クリスタル、宝石、宝飾品（各人に25gp）	 遭遇 2− 5
魔法の鎧（レベル5：プレイヤーが選択）	 遭遇 2− 5
魔法の武器（レベル4：プレイヤーが選択）	 遭遇 2− 7
魔法の首スロットのアイテム（レベル3：プレイヤーが選択）	遭遇 2− 7
ポーション・オヴ・ヒーリング *	 遭遇 2− 7
銀とルビーの瞳（各人に20gp）*	 遭遇 2− 7
各人に40gp（もしくは各人に75gp*）	 遭遇 2− 8
*これらの報酬は、通常の宝物よりも意図的に多いものになっている。キャ
ラクターは何か特別な行動の報酬として、これらの品 を々発見したり受け
取ったりするのである。

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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　『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。

冒険全体のあらすじ
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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2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、映画のような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2章
竜の牙の中へ
　ロンニックを追う者たちはついに獲物を追い詰め、ベンウィック
の極悪非道な計画通りの働きを演じる。キャラクターたちにとって
は幸運なことに、ベンウィックの計画は、地元のリザードフォーク
への影響力に無理やり割り込みをかけようとした新興のティアマト
の狂信集団を目標としたものである。
　コボルドやその他の狂信者―例えば若いドラゴンは、竜牙の丘
の砦につい最近住み着いたばかりだ。全員が、ロンニックは彼らの
指導者であり、また経済的な後援者でもあると信じ込んでいる。近
くに迫る攻撃者たちと同様に、彼らもまたベンウィックのペテンに
まるで気付いていないのだ。

セッション5：入り口の洞窟
　ベンウィックの厄介ごと引受人たちは、南側から竜牙の丘に近づ
く。丘の南側では、古い建物の唯一見える出入り口から水が流れ出
しているのだ。コボルドどもが魔法と仲間のクリーチャーたちを得
て、いかに機転が利く厄介な相手となっているか、彼らはすぐに知
る破目になる。この困難な状況において、侵入者たちは優位に立つ
ことができるだろうか？　『セッション5：入り口の洞窟』はP.8より
開始、『遭遇2−5：忌まわしき流れ』はP.12に掲載されている。

セッション6：古い寺院
　コボルドたちは、丘の古い実験室跡に作業場を構えようとしてい
る。床に描かれた秘文は炎の力を与えるが、その制御方法は不安定
である。電光石火の思考力と奥義に達した技術があれば、このコボ

ルドどもとその指導者に対して、状況をひっくり返せるだろ
う。『セッション6：古い寺院』はP.8より開始、『遭遇2−6：
業火』はP.14に掲載されている。

セッション7：竜のねぐら
　この新たな狂信集団の抱える秘密は、竜牙の丘の内部構造
の、上へと伸びる枝道で侵入者たちを冷然と出迎える。カッ
パー・ドラゴンのワームリング1体とその守り手たちが、手
強い抵抗として立ちふさがる。キャラクターたちはここで勝
利を手にしたなら、“毒蛇の瞳”を取り戻すことができる。また、
ここで彼らは、雇い主のベンウィックが地元のリザード
フォークとの薬草の取引の最中に殺される手筈になっている
ということを知る。『セッション7：竜のねぐら』はP.8より開始、

『遭遇2−7：冷たい終着点』はP.16に掲載されている。

セッション8：ベンウィックを救え
　“悪党”ロンニックの魔手からベンウィックを救うため、パー
ティー一行は、ベンウィックがリザードフォークの商人との
会合にいつも使っているという場所に急行する。混乱したロ
ンニックは簡単には従おうとはせず、また、仲間―彼を指
導者だと信じるティアマトの狂信者たち―は彼を助けよう
とする。『セッション8：ベンウィックを救え』はP.9より開始、『遭
遇2−8：沼地の岩』はP.18に掲載されている。

休憩
　キャラクターたちはセッションとセッションの間に小休憩
を取ることはできるが、ダンジョンの中で大休憩を取ること
はできない。また、ベンウィック殺害計画の存在を知ったと
きには、修道士を救うために残されたのは数時間のみ、大休
憩など取ろうものなら確実に彼を見殺しにしてしまうといっ
た状況である。

遭遇を調整する
　第2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” パーティーを想定している。
君の卓のパーティー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”パーティー：君の卓にいるのが弱いパーティー―
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
のパーティーが弱いのであれば、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2−6（レベル1遭遇）では、コボルドの
敏速剣士1体を取り除くとよいだろう。
　“強い”パーティー：君の卓にいるのが強いパーティー―
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。もし君のパーティーが強い
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2−6ではコボルドの敏速剣士をもう1体増やすとよい
だろう。

個々の場面の概略
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　本章は5章よりなるD&Dエンカウンターズ・シーズンの2番めの
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2章：竜の牙の中へ
　ロンニックの足取りを追う英雄たちは、“悪党” ロンニックの根城
で彼と雌雄を決しようとし―そうしてD&Dお家芸のダンジョン
潜りに突入することとなる。しかしロンニックはまだ一足先を行っ
ているようだ。そうしてついに、ベンウィックの厄介事引受人たち
は、雇い主を救うために急行する破目になる。

セッション5：
入り口の洞窟
　セッションを開始する前に、すべての冒険者たちが大休憩を取る
チャンスを得ていることを確認すること。その後、以下の文章を読
み上げること。

君たちは晴れた空の下、早くに目を覚まし、“王の壁”を発って北西
を目指した。西には “混沌の傷痕”の禍々しい壁が聳え立っているが、
君たちの目的地はそこではない。すぐに、ひび割れた岩だらけの丘が
見えてくる。君たちの行く手を遮って勢いよく流れる川があり、見れ
ばその流れのもとは滝になっている。水は竜牙の丘の高いところにあ
る洞窟の、暗い口の中からあふれ出してくるのだ。洞窟に入るには、
少しばかり岩壁を登ればいい。

　崖の高さは20フィートである。崖の一番上まで上るには6マス
の移動と難易度15の〈運動〉判定を要する。崖の一番上に行くと、
滝の東側に、編んだロープがひと巻き、端を岩に釘付けにされてい
る。ロープは崖下まで充分届く長さであり、ロープを使って崖を上
る場合、6マスの移動と難易度5の〈運動〉判定を要する。
　隠密：水の轟音のため、キャラクターたちが見つからないように
行動しようとする場合、洞窟に入ってしまうまでは〈隠密〉判定に＋
5のボーナスを得る。キャラクターたちが静かに移動するのに失敗
したとしても、モンスターたちは飛び出しては来ず、その場で待ち
構えている。キャラクターたちが崖の頂上に到達したら、『遭遇2
−5：忌まわしき流れ』（P.12）を開始すること。

セッション6：
古い寺院
　竜牙の丘の入り口の小部屋で小休憩を取った後、奥に進むために、
冒険者たちは洞くつの中の滝を登っていかねばならない。外の崖と
同様、岩棚の高さは20フィートである（よじ登るには難易度15の〈運
動〉判定）。上りきるとそこは滝の東側で、1巻きのロープの一方の
端が岩に釘付けにされている。麻のロープ（使用すれば、崖のぼり
は難易度5の〈運動〉判定となる）は新しそうで、また崖下までの充
分な長さがあるように見える。
　キャラクターたちが岩棚の上に到達したら、以下の文章を読み上
げること。

　壁に穿たれたアーチの東側のものから、瞬くオレンジ色の光が射し
て岩棚を照らし出している。この部屋には火があって、それで明るい
に違いない。通路の向こうでキイキイ声がいくつも、何やらしゃべっ
ている。

　キャラクターたちは、滝の音に混じる日常的な竜語の会話をいく
つか、どうやら聞き取ることができる。声はどうやらコボルドども
のもののようだ。キャラクターたちがこのエリアに入ってしまった
なら、プレイヤーたちに “PC Start Area” にフィギュアを置くように
言い、『遭遇2−6：業火（P.14）』を開始すること。

セッション7：
竜のねぐら
　小休憩の後、キャラクターたちはリフト（もし壊れていなかった
なら）か螺旋階段を使って次のエリアに行くことができる。
　リフト：リフトを使用する場合、静かに動く余地はない。キャラ
クターたちが騒々しい音を立てるリフトを使ってしまうと、上階の
クリーチャーたちは難易度19の〈知覚〉判定にさえ成功してしまえ
れば、それを聞きつけて戦いに備える（家具を寄せ集め、武器を抜き、
叫び声を上げる）。万が一クリーチャーたちがその判定に失敗した
場合、英雄たちは上階に到着すると、コボルドどもの不意を討つこ
とになる。
　螺旋階段：冒険者たちは、暗い螺旋階段を忍び足で登っていくこ
とができる。こっそり動こうとするキャラクターのうち、誰か1人
でも〈隠密〉判定結果が23以下だった場合、魔法の保護の儀式が彼
らを感知し「客人に歓迎を！」と絶叫する。難易度19の〈知覚〉判定
に成功したキャラクターはこの保護の儀式に気付き、難易度19の

〈盗賊〉判定に成功すればこれを無力化することができる。5以上の
差で失敗した場合、警報が作動する。警報が作動した場合、キャラ
クターたちとモンスターどもの双方ともに、戦闘の開始時に不意を
討たれることはない。

　キャラクターたちが上階に到着したなら、『遭遇2−7：冷たい終
着点』（P.16）を開始すること。

竜牙の丘の総括
　コボルドどもの会話や自分たちで調べたことから、パーティー一
行はロンニックの“恐るべき計画”を知る。
　捕虜：モックスもドラゴンボーンやリザードフォークも、ロン
ニックは今朝は確かに竜牙の丘にいたが、ちょっと前に出かけたの
だと言う。件の銀行家は魔法の儀式を使用してリザードフォークの
仲間と連絡を取り、まさに今日、ベンウィックを待ち伏せて殺す計
画を立てていたと彼らは漏らす。かの修道士は定期的に決まった場
所―沼の傍の旧道の行き止まり、古いドルメンの立つところ―
で、地元のリザードフォークから薬草を買い付けているのだ。捕虜
たちはその会合の場所を、キャラクターたちの持っている地図上に
示すこともできる。というのも、本当なら彼らは後でそこに行って
ロンニックと合流する手筈になっていたからだ。

冒険の続け方
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文書：竜牙の丘の上階にある机の1つには地図と計画書が入って
いる。文書には捕虜（もし、いれば）が話すのと同じ計画が記されて
おり、また旧道やドルメンなど、会合場所の情報も記されている。
また、これらの書類には、竜牙の丘をティアマトの小さな砦として
再建するために資金を提供しようというロンニックの計画の概要も
記されている。彼が “炎鱗一族” なるコボルドの小規模な部族と関係
を確立していることを示す手紙も1通見つかる。そして冒険者たち
は今まさにこの竜牙の丘で、その部族のうちの何名かを倒したとい
うわけだ。

毒蛇の瞳：キャラクターたちは、研磨済みの大きなタイガー・ア
イを取り戻す。この宝石の片面にはアヴァンドラのみしるしが表わ
され、もう一方の面にはゼヒーアのしるしが表わされている。彼ら
は副次クエストの達成に応じて20XPを得るが、クエスト達成の報
酬として宝物を得るのは、この宝石をベンウィックに返却するか返
すことを拒むかの行動を取ってからになる。
　移動：キャラクターたちが竜牙の丘を離れる―宙に張られたワ
イヤーを使うのでも、普通に歩いて戻るのでもよい―ことに決め
たら、このセッションは終了である。いよいよ本章の最後、ベン
ウィックの救出に取りかかるのだ。

セッション8：
ベンウィックを救え
　ベンウィックの計画はいよいよ大詰めにさしかかっている。英雄
たちの手を借りて、彼はフェルディナンド・ロンニックを完全に罠
に嵌めた。ドッペルゲンガーが1体、ロンニックが儀式を行なって
仲間のリザードフォークどもに、沼地のそばの開けた場所で合流す
るよう指示しているかのように見せかける。そうしてお膳立ての
整った舞台にいよいよベンウィックが登場するのである。

最後の競争
　キャラクターたちはベンウィックを救うべく、竜牙の丘から急行
する。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。

地図を頼りに君たちは、“王の壁”の向こう、“混沌の傷痕”のすぐ外
の田舎道を急ぎに急ぐ。目指す旧道はすぐにわかり、その道沿いに北
へ向かえば沼地に行き着く。地形が下り、沼がちになっていくにつれ、
木々は少なくなってゆく。
　急いだだけのことはあった。目指す場所へ近づくうちに、君たちは
凄まじい叫び声と、助けを求めるベンウィックの絶叫を耳にする。

　冒険者たちに姿を隠している暇はない。空き地に近付くや否や、
彼らは助けを求めるベンウィックの絶叫を聞く。冒険者たちが遭遇
エリアに入ったら、『遭遇2−8：沼地の岩』（P.18）を開始すること。

冒険の結末
最終戦闘が終了したなら、後は決着をつけるべき話をいくつか残す
だけとなる。

ベンウィック、ゴルディ、そしてサール
　ベンウィックはもちろん生き延び、そして相変わらず陽気な修道
士の役回りを演じながら、凄まじい勢いで一行に感謝する。実のと
ころ、彼らはこの冒険者たちを確かに使える連中だとみなし、今の
ところは味方のふりをし続けたほうがいいだろうと考えているのだ。
敵に回るかもしれぬ連中は手近に置いておけ―結局はそれだけの
ことなのだが。
　ゴルディとサールも生き延びる。戦闘が終わると“意識を取り戻す”
というわけだ。彼らは何とか生き延びられて非常に感謝しているよ
うなふりをする。ゴルディは進んで英雄たちの荷物を運ぶほか、彼
らの身の回りの世話を焼き始める。

フェルディナンド・ロンニック
　ロンニックが死んだなら、ベンウィックはそのやむを得ぬ結果を
悲しむが、しかしことが解決してほっとしたふうも見せる。ロンニッ
クが生き延びたとしても、安息砦へ戻る道の間中、彼はずっと様子
がおかしいままである。ベンウィックは自分がロンニックを官憲に
引き渡しに行こうと申し出る。その時に冒険者たちの英雄的なる功
績について説明してこよう、そしてロンニックには間違いなくドラ
イズデイル卿の地下牢で、しでかしたことの償いをさせようと言う
のである。もちろん、ロンニックは数日後に公共広場で絞首刑にな
るまで、何を言われてもそれは自分のしたことではないと言い続け
るのだが（訳注：第3章末尾で “キャラクターたちはロンニックを救
うだけの理由を手に入れる” 等の記述があるので、キャラクターた
ちの努力によってはロンニックが助かる可能性もある）。
　外側の砦の住民たちは、キャラクターたちが “蛇のロンニック” か
ら城塞を救ってくれた救世主であるかのように扱う。英雄たちはあ
ちこちの店で品物を安く売ってもらえ（ただし宿屋ではびた一文ま
からない）、“よろめき巨人”亭では何度か振る舞い酒にありつける。

毒蛇の瞳
　ベンウィックは、宝石を取り返してくれたというのでキャラク
ター１人につき75gpを支払ってくれる。そうして、今後この宝珠は、
アヴァンドラの神殿にいるシェンデラに預かっておいてもらうべき
だと言う。もし、宝石に刻まれたゼヒーアのしるしについて問うキャ
ラクターがいたなら、ゼヒーアの狂信者がフォールクレストのア
ヴァンドラの神殿からこの宝石を盗み出し、そうして自分たちのし
るしを刻んでしまったのだとベンウィックは説明する。そしてその
さらに後、ロンニックがその狂信集団からこの宝珠を盗み出し “身
勝手にも返還を拒んだ”のだ、と。
　そうして修道士は、キャラクターたちにこんなことを頼む。まず
はゆっくり休んで、そのあと衛兵隊長のゴルン・ハンマーフォール
と話してほしい、ゴルンは厄介事を抱えており、“毒蛇の瞳” と冒険
者たちの存在がそれを解決できると自分は信じているのだ、と。“毒
蛇の瞳” をフォールクレストに返還する前に、この土地で何らかの
善行に役立つのであれば、それは好ましいことであるとベンウィッ
クは信じている。
　もし一行が宝珠を渡そうとしなかったなら、ベンウィックからの
報酬は受け取れない。そして彼らはすぐに、ゼヒーアのしるしが刻
まれている以上、この宝珠を欲しがるものは誰もいないということ
を知る。最終的にシェンデラが一行のもとにやってきて、アヴァン
ドラの名のもとに件の宝珠を返してほしい、返してくれたら1人に
つき40gpを支払おうと申し出る。
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遭遇レベル2（625XP）

セットアップ
コボルドの“ウーズと語らう者”（K）
スクウェルチング・ウーズ（O） 3体
酸吹きキノコの危険要因 4箇所

　遭遇の開始時、モンスターたちは視線から外れた場所にいる。モ
ンスターを見せてはならない。

　パーティー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：
　外から比べれば確かに暗いものの、洞窟の中はどこからともなくやっ
てくる薄暗い青い光に満たされている。崖の一番上の東側の端には、
ロープが一巻き置かれている。
　洞窟の奥で、2つめの滝が轟音を立てている。洞窟の中央を水が流れ、
平らな岩がいくつかその中から飛び出している。新鮮な水と土のにお
いに混ざって、微かな腐臭がする。
　入り口からやや離れた場所に、外から入ってくる光に照らされ、ロー
プが1本、ピトンにしっかり留めつけられて天井からつり下がってい
るのが見える。おそらくこの洞窟の住人は、このロープを使って流れ
を渡るのだろう。

　危険を見つける：ウーズに対して視線の通っているキャラクター
は、難易度22の〈知覚〉判定に成功すれば、このクリーチャーを見
つけることができる。
　縄のブランコ：マップ上に “X”で記された場所には、天井からしっ
かりしたロープが下がっている。そのマス目にいるキャラクターは
跳躍のための〈運動〉判定に＋5のボーナスを得、助走をつ
けたものとして扱われる。位置、光源、視線の条件が整っ
たキャラクターは、洞窟の中に下がっている他の
ロープも見ることができる。

戦術
　スクウェルチング・ウーズ（「ぐ
しゃりと押しつぶすウーズ」ほどの
意）は非活性のときには本能的に姿
を隠しており、隠れた状態で遭遇
を開始する。最初のキャラクター
が視線（擬似視覚）に入った時点で
ウーズたちは反応するが、それまで
はずっと動かずにいる。餌食を感知
するや否や、ウーズたちは攻撃を開始し、死ぬまで戦う。
　コボルドは、いざ行動を起こす段になるまで、キノコの後ろで視
線から外れておとなしくしている。彼女はウーズが戦闘に入るまで
攻撃を控えており、開けた場所へ出て行くよりは遮蔽を取り続ける
ことを好む。このコボルドは洞窟の外に逃げ出す可能性がある。
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このエリアの情報
明るさ：洞窟内は、外からの光、火鉢の火、そして結晶体から発

する光によって“明るく”照らされている。
　鎧のマス目：このマス目に隣接して移動するキャラクターは、こ
この水が深くなっている（5フィート）ことを見て取る。なにやらキ
ラキラ光る物体と全く損傷のない鎧が一式、骨や腐った品物とごた
まぜになって、渦巻く流れの底に沈んでいる。
　丸石／瓦礫：△で示された岩がちなマス目は “移動困難な地形” で
ある。
　天井：床から15フィートの高さがある。
　結晶体：この輝く岩のあるマス目は“移動困難な地形”である。キャ
ラクターはこの結晶体を採集することができる。結晶体は採集され
てから4時間の間、10マスの“明るい”照明を提供する。
　岩棚：20フィートの高さがあり、これを登り降りするには難易
度15の〈運動〉判定および5マスの移動を要する。ここから水の中
に落ちるのは、20フィートの落下ではなく10フィートの落下とし
て扱う。どちらの崖の上にも、流れの東側にロープが1巻き置かれ
ている。
　水たまり：この水たまりは浅く、“移動困難な地形”を形成している。
ここにたまっている水は鼻をつく臭いを発している。
　囚人の鎖：手枷のついた新しい鎖がいくつも、洞窟の壁にとりつ
けられている。鎖には酸で腐食した跡や血の染みがついている。
　流れ：流れは浅く、“移動困難な地形” である。水の中でターンを
終了した水泳速度を持たないクリーチャーはすべて、難易度8の〈運
動〉判定を行なわねばならず、失敗すると入り口の方へ2マス押し
やられる。水は新鮮である。
　流れの中の石：平らな表面は滑りやすいが安全である。
　宝物：鎧のマス目にはレベル5の魔法の鎧が一両と、合計70gp
の価値のある宝石、宝飾品がある。

酸吹きキノコ レベル 1　雑魚　危険要因
地形	 XP 各 25
感知：〈地下探険〉難易度12
HP：1；ミスした攻撃は雑魚にはダメージを与えない。
AC15；頑健13、反応10、意志―
完全耐性：［酸］、［精神］、［毒］、強制移動、すべての状態、継続ダメージ
特徴
オーヴァーサイズド・ファンガイ／巨大キノコ

　酸吹きキノコを含むマス目は“移動困難な地形”である。
トリガー型のアクション
M ：コースティック・スポアズ／腐食胞子（［酸］）◆［無限回］
トリガー：地面上に接しているクリーチャー1体がキノコのあるマス目に入る。
攻撃（フリー・アクション）：近接・0（トリガーを発生させたクリーチャー）；
＋4対“頑健”
ヒット：5の［酸］ダメージ。
ミス：2の［酸］ダメージ。

コボルドの “ウーズと語らう者”（K） レベル 3　砲撃役
小型・自然・人型（爬虫類）、	 XP150
hp：36；重傷値：18 イニシアチブ：＋3
AC13；頑健12、反応14、意志12 〈知覚〉＋2
移動速度：6 暗視
抵抗：［酸］5
標準アクション
m コースティック・ダガー／腐食のダガー（［酸］、［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＋2ダメージおよび1d4＋3［酸］ダメージ。

r ウーズ・オーブ／ウーズ弾（［酸］）◆無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋7対“頑健”
ヒット：2d6＋4［酸］ダメージ。

A ウーズ・ウィスパー／ウーズの囁き◆遭遇毎
攻撃：遠隔範囲・爆発1・10マス以内（爆発内の敵すべて）；＋7対“反応”
ヒット：継続的［酸］ダメージ5（セーヴ・終了）。
効果：爆発範囲内の味方1体が、1回のフリー・アクションとして1回の基礎
攻撃を行なえる。

マイナー・アクション
シフティ／素早いシフト◆無限回
効果：このコボルドは1マスシフトする。

トリガー型のアクション
スケイジング・マヌーヴァー／峻烈な機動◆無限回
トリガー：［酸］ダメージを与える攻撃がこのコボルドにヒットする。
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。

技能：〈隠密〉＋8
【筋】 9（±0） 【敏】 15（＋3） 【判】 12（＋2）
【耐】 12（＋2） 【知】 9（±0） 【魅】 17（＋4）
属性：悪 言語：共通語、竜語
装備：骨製の胸甲、ダガー、骨製の仮面

スクウェルチング・ウーズ（O） レベル 2　遊撃役
小型・自然・野獣（ウーズ、盲目）	 XP 各 125
hp：41；重傷値：20 イニシアチブ：＋5
AC16；頑健15、反応14、意志13 〈知覚〉＋2
移動速度：5、登攀3、水泳3 盲目、擬似視覚10
完全耐性：盲目状態、[凝視]効果；抵抗：［酸］5
特徴
ウーズ

　“無理矢理入り込む”際、ウーズは半分の速度でなく普通どおりの速度で移
動し、攻撃ロールに−5のペナルティを受けず、無理矢理入り込むことによる戦
術的優位を与えることもない。

標準アクション
m スラム／叩きつけ（［酸］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d6＋3の［酸］ダメージ。

マイナー・アクション
スリッパリィ／とらえがたきもの◆無限回
効果：このウーズは2マスまで（水泳移動中は1マス）のシフトを行なう。

トリガー型のアクション
C スクウェルチング・ステンチ／芬芬たる悪臭◆遭遇毎
トリガー：このウーズが自分のターンの間にダメージを被る。
攻撃（即応・対応）：近接範囲・爆発1（爆発内のクリーチャーすべて）；＋5
対“頑健”
ヒット：このウーズは目標を2マスまで押しやる。

技能：〈隠密〉＋12
【筋】 11（＋1） 【敏】 15（＋3） 【判】 12（＋2）
【耐】 17（＋4） 【知】 1（−4） 【魅】 1（−4）
属性：無属性 言語：―
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遭遇レベル1（550XP）

セットアップ
コボルドの竜司祭（W）
コボルドの敏速剣士（Q） 3体
コボルドの穴潜り（T）  4体

　コボルドは彼らの部屋へと続く入り口をはっきりと見ることがで
きるので、キャラクターたちが彼らの不意を討つことは不可能であ
る。

　パーティー一行がエリアに入ったら、以下の文章を読み上げること：
　この洞窟は壁も床も切石で敷き詰められている。床には竜語のルー
ンが刻まれている。
　一段と高くなった石の周囲には柱が4本聳え、その石の上には赤い
ルーンのしるしが彫り込まれている。その秘術の図形の周囲では、小
さな火花がちかちかと踊っている。
　しるしと柱の向こう側には出入り口が2つ開け、その向こうにはオレ
ンジ色にまたたく光が踊っているのが見て取れる。扉の間には巨大な
リフトのプラットホームがあり、そこには手動のクランクもついている。
リフトの反対側は別のエリアへと続いている。
　コボルドが何体か動き回っており、それぞれさまざまな仕事をして
いる。君たちが近づくと彼らは目を見開き、そうして竜語でせわしな
くしゃべり始める。

戦術
　敏速剣士と穴潜りは竜司祭から敵を遠ざけておこうとする。竜司
祭は中央の部屋に入ってくるや否や「イグゼンストリクス！」と絶叫
し、粘土製のティアマトの聖印をかざす。竜司祭は自分の最初のター
ンの間に火のルーンを制御できるようになる。その後については後
述の“イグゼンストリクス！”の項目を参照のこと。
　戦闘がはかばかしくなくなると、竜司祭あるいは別のコボルドが、
同族の1人にリフトなり階段なりを使って上階に逃げ、「モグザル
ハーとその他の者たち」に、侵入者のことを警告するように言う。

イグゼンストリクス！
　竜司祭がこの台詞―竜語で “強い火” を意味する―を叫ぶと、
すべてのコボルドがこの言葉を唱和し始める。そうすると、ルーン
のしるしと火はいっそう明るく輝くのだ。
　〈魔法学〉を修得済みのキャラクターは、竜司祭とその取り巻き連
はこれでルーンを制御しているのだと説明できる。また、そのキャ
ラクターは、〈魔法学〉を上手く使い、同様の詠唱を行なうことで連
中からルーンの制御を奪えるということもわかる。
　各ラウンドの開始時に、竜司祭と冒険者1体が〈魔法学〉の対抗判
定を行なう（このイベントをイニシアチブの表に記入すること）。コ
ボルドの竜司祭はこの判定に、部屋の中で生きているコボルド1体
につき＋1のボーナスを得る。冒険者が行なう判定は、“イグゼンス
トリクス” の詠唱に参加している他の冒険者1体につき＋1のボーナ
スを得る。

　〈魔法学〉判定に成功したものは誰でも、次のラウンドの開始時ま
でルーンのしるしの制御を獲得する。しるしを制御しているキャラ
クターは、“ファイアー・ルーンの攻撃”（下記参照）を行なうことが
できる。

ファイアー・ルーン	 無限回／地形パワー
　火は陽気に安全に、火鉢や暖炉やその他の容れ物の中で燃えている―突然
飛び出してくるまでは。
マイナー・アクション（1ラウンド1回まで）
目標：暖炉や火鉢など、火のある場所から5マス以内のクリーチャー1体。
攻撃：＋4対“反応”
ヒット：2d4の［火］ダメージ。

このエリアの情報
　明るさ：火がこの一帯を“明るく”照らし出している。
　建築物：難易度12の〈歴史〉判定に成功したキャラクターは、こ
の建築物は年経ているが、明らかにドラゴンボーン様式のものであ
ることが分かる。
　火鉢：この調度は見て判る場所で床にボルトで止めつけられてお
り、ひっくり返すことはできない。火鉢のあるマス目に強制移動さ
せられたクリーチャーは、1d6の［火］ダメージを被る。
　小部屋：これらの小さな部屋にはそれぞれ鉄のかんぬきがかかっ
ているが、錠はない。
　木箱：品物の入った樽や木箱は “移動困難な地形” である。箱や樽
の中には盗んできたものらしき食料品が詰まっている。
　暖炉：暖炉のあるマス目に強制移動させられたクリーチャーは
1d6の［火］ダメージを被る。
　毛皮の山：加工済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。
　リフト：リフトのプラットホームはこの階にある。クランクを使
用するのは1回の標準アクションである。クランクを回すと、リフ
トは騒音を立てながら次の遭遇のエリアへと上がっていく。
　水たまり：水たまりは浅く、“移動困難な地形”を形成している。水
は温かい。
　ルーン：ルーンのあるマス目は無害である。
　螺旋階段：この階段は、上階の『遭遇2−7：冷たい終着点（P.16）』
のエリアに続いている。

結末
　捕虜になったコボルドは、ロンニックは自分たちの後援者である
と認める。キャラクターの誰かが捕虜になったコボルドに対して難
易度12の〈威圧〉判定に成功すれば、コボルドは上階のエリアにど
んなクリーチャーがいて何があるか話す。
　リフトで上に逃げていったコボルドはすべて、『遭遇2−7：冷た
い終着点（P.16）』に合流する。
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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）	 XP 各 100
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

コボルドの竜司祭（W） レベル 3　砲撃役（指揮）
小型・自然・人型（爬虫類）	 XP150
hp：36；重傷値：18 イニシアチブ：＋3
AC15、；頑健14、反応15、意志16 〈知覚〉＋4
移動速度：6 暗視
標準アクション
m チリング・スピア／凍てつくスピア（［武器］、［冷気］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8ダメージおよび1d6＋4の［冷気］ダメージ。

r アイス・オーブ／冷気弾（［冷気］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：2d6＋4［冷気］ダメージ。

インサイト・フェイス／信仰の鼓舞◆再チャージ 5 6
効果：近接範囲・爆発5（爆発内の味方のコボルド1体）。目標は1マスシフト
し、基礎攻撃を1回行なうことができる。この攻撃がヒットしたなら、目標は一
時的hp5を獲得し、爆発内の他の味方のコボルドすべては1マスずつシフトす
ることができる。

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
C エクスプローシヴ・ブレス／吐息（［冷気］）◆遭遇毎
トリガー：このコボルドが近接攻撃によって重傷になる、またはこのコボルドが
重傷である時に近接攻撃によってダメージを受ける。
攻撃（即応・対応）近接範囲・噴射3（噴射内のクリーチャーすべて）；＋8対
“反応”
ヒット：2d6＋2の［冷気］ダメージ、目標を2マスまで押しやる。
ミス：半減ダメージ。

技能：〈隠密〉＋8、〈魔法学〉＋8
【筋】9（±0） 【敏】15（＋3） 【判】17（＋4）
【耐】12（＋2） 【知】12（＋2） 【魅】12（＋2）
属性：悪 言語：共通語、竜語
装備：ローブ、スピア、骨製の仮面

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。

技能：〈運動〉＋4、〈隠密〉＋8、〈盗賊〉＋8
【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
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遭遇レベル2（675XP）

セットアップ
モグザルハー、カッパー・ドラゴン・ワームリング（C）
ドラゴンボーンの傭兵（D） 1体
竜鱗盾のコボルド（K）  2体

　キャラクターたちが階段を上ってきたのなら、プレイヤーたちに、
フィギュアを “Starting Area” に置くように言うこと。そうでない場
合、彼らはリフトから遭遇を開始することになる。

　パーティー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：
　大きな部屋を照らし出すのは火鉢の火、そして幅広い階段の上にあ
る、外のバルコニーに向かって開いた両開きの扉の間から差し込む昼
の光。この部屋には真新しい、そしてどうにも場違いな家具調度―
例えば檻やカードテーブルなど―、そしてたくさんのまだ開けられ
てもいない荷物が置かれている。この部屋の住人がここに到着してか
ら、まだ日が浅いのは明らかだ。
　鎧を着て盾を持ったコボルドが2体、革鎧をまとって斧を持ったド
ラゴンボーンが1体、今にも殴り合いを開始せんばかりに待ち構えて
いる。

　ワームリングはクリーチャーの接近を聞きつけるとこのエリアの
影の中にうずくまるので、隠れた状態で遭遇を開始できる可能性が
ある。

　キャラクターの中に受動〈知覚〉が17以上の者がいれば、以下の文
章も続けて読み上げること：
　さらに君は、猟犬ほどの大きさのカッパー・ドラゴンが1体、人目
を避けるように部屋の隅にうずくまっているのに気づく。

戦術
　コボルドはキャラクターたちに肉迫し、ドラゴンとドラゴンボー
ンが自由に動けるようにしようとする。モンスターどもはすべて好
戦的で、大胆に戦う。
　ドラゴンは戦闘中も非常に口数が多い（後述の “ドラゴンのロール
プレイ” の項目を参照）。一方でいったんドラゴンが重傷になった後
は、難易度12の〈威圧〉判定に成功すれば、ドラゴンを降伏させる
ことができる。また、キャラクターの誰かが難易度19の〈交渉〉判
定に成功すれば、ドラゴンボーンやコボルドどもを裏切ってキャラ
クターたちに加勢するよう説得することができる。
　攻撃によってドラゴンのヒット・ポイントが24以下に減少する
と、彼女は敗北を認め、慈悲を請う。また “たくさんの秘密” を教え
るから、とも言う。
　ティアマトのために、また後見人のロンニックを守るために戦え
と命じられている人型生物たちは誰一人降伏しない。ドラゴンが降
伏しようとすれば、ドラゴンボーンはドラゴンを攻撃する可能性も
ある。ただしこれはあくまで演出として行なうこと。モグザルハー
の運命を決定するのはキャラクターたちの仕事である。

ドラゴンのロールプレイ
　カッパー・ドラゴンのモグザルハーは、戦闘を楽しみごとだと
思っている。このドラゴンはやたらとませている（訳注：つまりこ
のドラゴンはワームリングだが、“年経た竜” を気取ろうとしている。
ただし気取っているだけなので、ダメージが重なればメッキがはげ
て “戦術” の項目で示したように、つけいる隙だらけの言動を見せ始
める）。その性格をどう誇張するかについてはご自由にどうぞ。彼
女はダメージを与える毎にひと言添え、傷ついたなら不平を言い、
その他様々なご高説を垂れるのである。例えば……
　「ティアマトさまはどれだけお喜びになるであろうなァ」
　「そなたらが居ったのでは、フェルディナンドは喜びはすまいよ」
　「わらわは残忍な竜なのでな」
　「その金属の下のそなたの味はどんなものであろうなァ」
　彼女は相手が敵であろうとも、話しかけられれば気軽く口をきく。
敗北後は態度を和らげ、冒険者たちの腕前を尊敬するようになる。
彼女は死にたくはないのだ。
　会話の機会を与えられると、モグザルハーはなかなか感じの良い
性格の持ち主に見えるようになる。自分のことは “モックス” と呼ん
でくれと彼女は言う。モックスは若いドラゴンで、自分の力を見せ
つけたくて仕方ないのだ。この狂信集団は、彼女を世話し、住む場
所を提供し、さらに “毒蛇の瞳” を含む宝物までくれるとあって、彼
女にとってはたいそう魅力的な存在だったのである。自由の身にし
てくれたなら、以後けっして再び悪に堕ちることはないと彼女は喜
んで約束する。適切な影響を受けたなら、英雄的な竜になろうと決
心する可能性さえある。

結末
　戦闘の決着がついたら、前述の “竜牙の丘の総括”（P.8）を参照し、
本章の最後の遭遇に臨んで、ものごとがどうなっているか確認する
こと。

このエリアの情報
　明るさ：火と昼の光がこのエリア
を“明るく”照らしている。
　バルコニー：このエリアは、
竜牙の丘の、滝のあった
入り口とはちょうど反対
側の切り立った岩壁に開
けている。凄まじい崖は
100フィートあり、その下
は森になっている。バル
コニーは矢挟間が切られ
た高い手すりで囲われて
おり、この手すりがある
ため、バルコニーの端か
ら落ちないようにするた
めのすべてのセーヴィン
グ・スローには＋7のボー
ナスが付く。バルコニーの
東の角からワイヤーが 1 本、
宙に張られており、これを
使えば素早く降下できる

（詳細後述）。
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ベッドやテーブル：これらの家具調度を含むマス目は “移動困難な
地形”である。
　火鉢：この調度は見て判る場所で床にボルトで止めつけられてお
り、ひっくり返すことはできない。火鉢のあるマス目に強制移動さ
せられたクリーチャーは、1d6の［火］ダメージを被る。
　檻：この鍵のかかっていない檻は、明らかに外から持ち込んだも
のである。
　日用品類：食料品やエール、その他の日用品を入れた箱は、“移動
困難な地形”である。
　毛皮の山：加工済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。
　家具調度：家具調度を含むマス目は、“移動困難な地形”である。
　リフトの竪穴：リフトがこの階に来ていなかったなら、20フィー
トの深さの竪穴が空いている。
　水たまり：水たまりは“移動困難な地形”である。水は冷たい。
　螺旋階段：この螺旋階段は、下の階から20フィート上がってき
ている。
　階段：この階段はバルコニーに向かって緩やかに、全体で 10
フィート上まで続いている。
　宝物：檻の中にはちょっとしたものが納められている：“毒蛇の
瞳”（P.9）、レベル4の魔法の武器1つ、レベル3の首スロットの魔
法のアイテム1つ。檻の床に敷き詰められた丸石の下には、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』）が1
本、銀とルビーでできた眼の細工物（100gp）が1つ隠されている（見
つけるには難易度19の〈知覚〉判定）。この時点でキャラクターたち
が回復力をだいぶ使い切ってしまっていたなら、このポーションを、
“使用してしまった回復力を回復するもの”に変更しても構わない。
　宙に張られたワイヤー：バルコニーから張られたワイヤーは安全
である。滑車を使って、キャラクターを1度に1体ずつ、木々を超
えて丘のふもとの草地まで降ろすことができる。別のキャラクター
が後に続くためには、滑車をウィンチで巻き戻せばよい。

モグザルハー、カッパー・ドラゴン・ワームリング（C） レベル 3　精鋭　
制御役
中型・自然・魔獣（ドラゴン）	 XP300
hp：96；重傷値：48 イニシアチブ：＋2
AC17；頑健16、反応14、意志15 〈知覚〉＋7
移動速度：6（氷渡り）、飛行6 暗視
抵抗：［酸］5
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
標準アクション
m バイト／噛みつき（［酸］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d8＋4の[酸]ダメージ、目標はこのドラゴンの次のターンの終了時ま
で減速状態となる。もし目標がすでに減速状態だった場合、目標は動けない
状態になる。

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：2d6＋2ダメージ、このドラゴンは目標を1マス横滑りさせる。

M ワームリング・ランページ／ワームリングの大暴れ◆［無限回］
効果：このドラゴンは1回のバイト攻撃を1体の敵に行ない、その後2マスのシ
フトを行なう。そして別の目標に1回のクロー攻撃を行なう。

C ブレス・ウェポン／ブレス攻撃（［酸］）◆再チャージ：初めて重傷になった時
攻撃：近接範囲・噴射4（噴射内のクリーチャーすべて）；＋6対“頑健”
ヒット：2d8＋7の［酸］ダメージ、目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ。

技能：〈威圧〉＋8、〈隠密〉＋7
【筋】 17（＋4） 【敏】 12（＋2） 【判】 12（＋2）
【耐】 16（＋4） 【知】 10（＋1） 【魅】 14（＋3）
属性：無属性 言語：共通語、竜語

ドラゴンボーンの傭兵（D） レベル 2　遊撃役
中型・自然・人型	 XP 各 125
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

　このドラゴンボーンは、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、このドラゴンボーンが重傷なら
＋8対AC
ヒット：1d10＋4ダメージ、このドラゴンボーンは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、このドラゴンボーンが重傷なら
＋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：このドラゴンボーンが重傷になる。
効果（即応・対応）：このドラゴンボーンは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

竜鱗盾のコボルド（D） レベル 2　兵士役
小型・自然・人型（爬虫類）	 XP125
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マスのシフトを行なう。

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
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遭遇レベル2（675XP）

セットアップ
フェルディナンド・ロンニック（R）
ドラゴンボーンの傭兵（D）
ポイズンスケイルの蛮族（P） 3体

　冒険者たちがこのエリアに到着したら、ベンウィック（B）、ゴルディ
（G）そしてサール（S）を他のモンスターと共に配置すること。そうし
ておいて、以下の文章を読み上げること：

　ベンウィックは空き地の端に膝をつき、身を守ろうとするかのように
両手を掲げている。ドラゴンボーンが1体、武器を振り上げ、ベンウィッ
クを脅しつけている。その傍にベンウィックの仲間のゴルディとサール
が倒れているが、彼らは地面に横たわったきりぴくりともしない。そし
て彼らを見下ろすようにロンニックが立ちはだかっており、荒々しく周
囲をねめつけている。
　3体のリザードフォークがロンニックの傍に立っている。君たちが近
づくと、彼らは何かを期待するようにロンニックを見、シュウシュウと
唸るような竜語で何ごとか話しかける。ロンニックは周囲を見回し、そ
うして彼が口を開く前に、ドラゴンボーンがリザードフォークどもをに
らみつけ、そうして共通語でこう言うのだ「我らは血をもって契約に調
印せねばならぬ。ロンニックよ、我らは共に奴らを殺し、我らが爬虫類
の同胞をティアマトのとぐろの中に迎え入れましょうぞ」
　それと同時に、4体の爬虫類型人型生物は向き直り、攻撃を開始する。

　英雄たちの中に竜語を話すものがいれば、リザードフォークの台
詞を理解できる。リザードフォークはロンニックに、侵入者をどう
すればいいか尋ねていたのだ。このリザードフォークたちはすでに
偽のロンニックの前でティアマトへの忠誠を誓っている。彼らはこ
の空き地で契約書に調印するため、ロンニックに会おうとしてやっ
てきたのだ。
　実のところ、この場面は隅から隅まで、キャラクターたちに汚い
仕事をさせるため、ベンウィックが注意深く作り上げたものだ。ゴ
ルディとサールは気絶しているふうを装い、ロンニック―ベン
ウィックに与えられた薬のせいですっかり混乱している―はちょ
うどこの空き地に入り込み、ゴルディとサールが気絶しているのを
見つけたところ。その直後に、ロンニックに会おうとしてリザード
フォークとドラゴンボーンが到着する。そこで彼らはなにやら荒っ
ぽいふうをした銀行家がゴルディとサールを見下ろしているのを見
つける。そしてこの爬虫類型人型生物たちは、ベンウィックたちが
ロンニックの敵であり、ロンニックは彼らを殺そうとしているのだ
と推測する。
　そこへキャラクターたちが到着し、事態は混乱の極みに至るのだ。

フェルディナンド・ロンニックの
ロールプレイ
　ロンニックは、ベンウィックが自分の敵であることを知らない。
また、彼は混乱し、怒りっぽくなる毒を投与されている。この銀行
家をプレイする際は、やや正気ではないふうに行なうこと。彼は非
常に混乱し、怯え、すぐに怒り狂う。攻撃されれば彼はむちゃくちゃ
に反撃するが、相手を殺そうという意図ははっきり持っている。
　シナリオ中で罪に問われるようなことがあっても、彼はありとあ
らゆる事を―ただし非常に口汚く―否認する。例えば「貴様のこ
となど知らん、何を言っているのかも知らん！　貴様俺を攻撃しや
がったな、犬野郎！」いよいよ罰されるとなると、わけのわからない
ことを言い出す「俺を罰しようなんて、貴様は何ものだ、貴様の左側
の烏どもが俺には見えるぞ！」ティアマト信仰を告発でもしようもの
なら、たちまちこんな返答が帰ってくる「俺は銀行家だ、坊主じゃね
え、馬鹿が！」
　ロンニックはなにやら虚勢を張るふうに、俺はかつて盗賊で昔は
“毒蛇の瞳” も盗み出したものだと言い始めるが、それはこの状況で
はなんの益もない。「で、貴様は何ものだ？　ゼヒーアの脳天気ども
が俺の宝石を盗んだだと？　宝石はしかるべき場所にきちんとしま
い込んであるとも！」ロンニックは宝石が自分の金庫に収まっている
と信じ込んでおり、サール（ロンニックに化けていた）がそれを竜牙
の丘に持ち出していることにはまったく気づいていない。それに反
する事を言おうものならロンニックは怒り狂い、“毒蛇の瞳” を持っ
ていそうな者に片っ端から襲いかかる。受動〈看破〉が19以上、もし
くは難易度19の〈看破〉あるいは〈治療〉判定に成功したキャラクター
は、この銀行家が魔法的あるいは錬金術的な “何か” の影響下にある
ことを見抜く。

戦術
　リザードフォークとドラゴンボーンはキャラクターたちとの混戦
に突入するが、ロンニックを守ろうとするのはドラゴンボーンのみ
である。
　最初のラウンドで、ロンニックに冒険者たちを攻撃する理由がな
かった場合、第2ラウンドの間にドラゴンボーンがロンニックを呼
ぶ「何を待っておいでか―奴らを殺すのです！　奴らは我々を殺し
に来ているのですぞ！」ドラゴンボーンがそう言った途端、ロンニッ
クは行動に移るが、この状況にまだ混乱している。彼は1回の即応・
対応として、冒険者の誰かに対して突撃を行なうか、1回の近接基
礎攻撃を行なう。

ベンウィック
　ベンウィックはよろめいて、ゴルディとサールに “助けを求め” る。
それから縮こまり、怯えた修道士の役回りを演じ始める。冒険者た
ちが苦戦するようなら、ベンウィックは自分のターンに冒険者の誰
かの隣まで移動し（移動速度は6マスである）、そのキャラクターが
底力（もしすでに使用していなければ）を使用できるようにする。
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フェルディナンド・ロンニック（R） レベル 4　遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP175
hp：54；重傷値：27 イニシアチブ：＋6
AC18；頑健15、反応17、意志16 〈知覚〉＋1
移動速度：6
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）；＋9対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ。ただし戦術的優位があるなら3d6＋4ダメージ。

M スライ・スイッチ／狡猾な入れ替わり（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ。ただし戦術的優位があるなら3d6＋4ダメージ。
効果：ロンニックは2マスまでのシフトを行なう。そして1体の味方が、それまでロ
ンニックがいたマスを占めるように2マスまでのシフトを行なうことができる。

トリガー型のアクション
M カウンター・ステップ／反撃の歩法（［武勇］）◆再チャージ：初めて重傷にな

った時
トリガー：敵がロンニックに近接攻撃パワーをヒットさせる。
攻撃（即応・対応）：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ。
効果：ロンニックは3マスまでのシフトを行なう。

技能：〈運動〉＋7、〈隠密〉＋11、〈盗賊〉＋11
【筋】 11（＋2） 【敏】 18（＋6） 【判】 9（＋1）
【耐】 14（＋4） 【知】 12（＋3） 【魅】 16（＋5）
属性：無属性 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード

ドラゴンボーンの傭兵（D） レベル 2　遊撃役
中型・自然・人型	 XP 各 125
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

　このドラゴンボーンは、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、このドラゴンボーンが重傷なら
＋8対AC
ヒット：1d10＋4ダメージ、このドラゴンボーンは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、このドラゴンボーンが重傷なら
＋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：このドラゴンボーンが重傷になる。
効果（即応・対応）：このドラゴンボーンは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

ポイズンスケイルの蛮族（P） レベル 2　暴れ役
中型・自然・人型（爬虫類）、リザードフォーク	 XP 各 125
hp：45；重傷値：22 イニシアチブ：＋3
AC14；頑健15、反応13、意志12 〈知覚〉＋2
移動速度：6（沼渡り）
標準アクション
m グレートクラブ（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d4＋4ダメージ、目標は伏せ状態になる。

r ジャヴェリン（［毒］、［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ、継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。

マイナー・アクション
M ポイズン・テイル／毒の尾（［毒］）◆無限回（1ラウンド1回まで）
攻撃：近接・1（伏せ状態のクリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。

技能：〈運動〉＋9、〈隠密〉＋8
【筋】 17（＋4） 【敏】 14（＋3） 【判】 12（＋2）
【耐】 15（＋3） 【知】 8（±0） 【魅】 8（±0）
属性：無属性 言語：竜語
装備：グレートクラブ、ジャヴェリン2本

このエリアの特徴
　明るさ：“明るい”光。
　丸石：5フィートの高さのある岩は遮断地形であり、よじ登るに
は難易度8の〈運動〉判定を要する。
　ドルメン：これらのマス目は“移動困難な地形”である。
　オベリスク：これらのマス目は“移動困難な地形”である。
　池：これらのマス目は“移動困難な地形”である。
　樹木：これらのマス目は“移動困難な地形”である。
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　君たちが追っているロンニックは、竜牙の丘の頂上に立つ古
い砦へと向かっている。そこで奴らが仲間と共に守りを固めて
いることは間違いない。君たち一行はロンニックとその仲間の
鱗あるものどもを打ち倒し、君たちの雇い主であるベンウィック
からの依頼を成し遂げることができるだろうか？

　『国境の城砦：毒蛇の季節TM』（第2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。

竜牙の丘に　　
　危険が潜む




