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は
じ

め
にはじめに

　素晴らしき公式D&Dプログラム、D&Dエンカウンターズ TM へよ
うこそ。本アドベンチャーは、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。
　本シーズンのアドベンチャーは『ダイアモンド・スタッフを求め
て』だ。これはフォーゴトン・レルム・セッティングの、特にデイ
ルランズを舞台としたものだ。PCたちは最初のセッションを4レベ
ルで開始し、今シーズンの終わりには6レベルを超えていることに
なる。

D&D Nextをテストする
　本シーズンのD&Dエンカウンターズには、オプションとしてオ
ンラインのコンポーネントが含まれており、これを使えばプレイ
ヤーやDMはゲームをD&D Nextのプレイテストとして遊ぶことが
できる。これに参加するには、以下の5つのステップを順次行なう
こと。
1．君が会場にする店に来ているプレイヤーたち、およびD&Dエン

カウンターズのオーガナイザーと話をすること。そして本シー
ズンのゲームをD&D Nextのプレイテストとして遊ぶことに興
味を持つ者が何人ぐらいいるか、そしてD&D第4版として遊び
たい者が何人ぐらいいるかをそれぞれ把握すること。プレイヤー
の興味がどうなっているかを勘案し、他のDMとも相談して、（君
を含む）すべての参加者が自分の好む版のゲームを確実に遊べる
ように調整すること。

2．君と君のプレイグループがD&D Nextのマテリアルを使用したい
ということになった場合、dndnext.comからプレイテストに登
録すること。

3．プレイテストのパケットをダウンロードし、文書をひととおり
通読すること。特に、“How to Play” と “DM Guideline” のファイ
ルは丁寧に読むこと。

4．『Sarch for the Diamond Staff』の conversion notes をプリント
アウトし、通読すること。このファイルにはアドベンチャーを
D&D Nextにコンバートするための手引き、ガイドライン、そし
てデータ・ブロックが記載されている。

5．本アドベンチャーをしっかり理解すること。これでD&D Nextの
ゲームを運営する準備は完了だ！

訳注：D&D Nextは公開テストプレイ版のD&D第5版であった。現在、
上記のプレイテストのパケットは削除されているため、D&D Next
でのテストプレイはできない。

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（訳注：地形、残骸など）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。

セッション1の開始前に：
◆ 『冒険の背景』と『冒険の概略』のセクションに目を通し、物語の

大まかな流れをつかむ。
◆ P.8のセッション1：『ハップ村の凶事』を読む。
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最初のセッションの卓に着いたときに：
◆ 全てのプレイヤーが自分のPC（プレイヤー・キャラクター）を

持っていることを確認する。キット内に含まれるPCのどれかを
使うのでもいいし、D&Dのルール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
獲得した宝物や経験点を記録することになる。

◆ 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WPN（またはDCI/RPGA）ナンバーと共
にプレイヤー全員のナンバーを記録すること。君やプレイヤー
の誰かがWPN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エンカウンターズの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指示され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（『グループの変更』を参照）。

最初のセッションの終了時に：
◆ 冒険者たちに小休憩を取らせる。ただし彼らのその日の状況を

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、セッションとセッショ
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。

◆  宝物と経験点を与える。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。

◆ 君のセッション記録用紙をオーガナイザーに返却する。全ての
DCI/RPGA ナンバー、および氏名、そしてイベントの日付を確
実に記載すること。

◆ 君が今回DMを担当して物語を進めたことに対する特別な報酬
を受け取る。この報酬についての詳細は君のオーガナイザーに
尋ねること。

各章の終了時に：
◆ 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。

宝物
　PCたちが先へ行くに従って、金貨や貴重品、それに魔法のアイ
テムといった宝物の獲得の機会が生じる。PCたちが宝物を発見し
たときは、アドベンチャー内に記載されている説明に従って処理す
ること。PC間で宝物を分けるには、以下のルールを用いる。
　報酬としての魔法のアイテム：PC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。特定のアイテムは特定のPCにふさわしいということにな
ることが多いので、たいていの場合、その決定はそう難しくはない。
そうならなかった場合は、消費型でない魔法のアイテムを持ってい
ないPCに新しいアイテムを渡すよう、君が指示すること。消費型
でない魔法のアイテムを持っていないPCが2名以上いる場合、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。
　アイテムの売却：特定の魔法のアイテムについて、PCの中に欲
しがる者が誰もいなかった場合、そのパーティーは『ルールズ・コ
ンペンディウム』P.277〜P.278に記載のルールに基づいて、そのセッ
ションの終了時にそのアイテムを売却することができる。売却益は
パーティーのメンバーの間で均一に分配すること。
　いつ装備を買えるのか？：PCたちは各章の開始時に装備を購入
することができる。

ランダムなアイテム
　特定されていない魔法のアイテムを決定するには、以下の表に従
うか、あるいは冒険者たちのグループの必要に応じて表の中から選
択すること。カッコ内の数字は、表の下に示された当該アイテムの
出典を示している。

宝物表
d20	 結果
1 ポーション・オヴ・ヒーリング 2 本（1、2）
2 ＋ 1 マジック・アーマー（1、2）
3 ＋ 1 マジック・ウェポン（1、2）
4 ＋ 1 アミュレット・オヴ・プロテクション（1、2）
5 ＋ 1 マジック・オーブ、スタッフ、またはワンド（1、2）
6 ＋ 1 セーフウィング・アミュレット（1）
7 シールド・オヴ・デフレクション（1）
8 ＋ 1 アミュレット・オヴ・ヘルス（2）
9 ＋ 1 デルヴァーズ・アーマー（2）
10 グラヴズ・オヴ・アジリティ（2）
11 ＋ 2 ウォーニング・ウェポン（3）
12 シヴァ―ストライク・アミュニション 2 つ（3）
13 ＋ 1 レッサー・クロークト・ウェポン（3）
14 ＋ 1 エボン・アーマー（3）
15 エリクサー・オヴ・インヴィジビリティ（3）
16 アイズ・オヴ・チャーミング（3）
17 フローティング・ランタン（3）
18 ＋ 2 ウェポン・オヴ・サラウンディング（3）
19 ＋ 2ワンド・オヴ・イネヴァタビリティ（3）
20 もう2 回ロールすること（再度 20 の目が出た際は再ロールすること）
1.『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ　堕ちた地の勇者』
2.『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダムズ　忘れられた王国の勇者』
3.『モルデンカイネンの魔法大百貨』

戦術的配置
　このアドベンチャーでは、個々の遭遇について、モンスターの
配置やPCたちの開始エリアを含む戦術的セットアップの一例を
提供している。それぞれの遭遇の戦術マップは、その遭遇のセッ
トアップのほんの一例を示しているに過ぎない。モンスターや冒
険者たちのトークンを配置するにあたって、マップ上に示された場
所では適当でないと思えた場合、君はその配置を変更することが
できる。君たちの冒険がどのように遊ばれてきたかという物語の
流れこそが、PCやクリーチャーの配置を決定する決め手となる
べきだ。例えば、あるPCがこっそりとモンスターたちの背後に回
りこんでいるというのであれば、そのプレイヤーは自分のPCを適
切な位置に配置することが許されるべきなのだ。
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　遭遇の終了時に、君は経験点と宝物を与える。各遭遇の『報酬』の
項目には、PCたちが獲得する経験点の合計値が記されている。こ
の合計値には、遭遇に対して与えられるものに加えて、探索行動や
物語に関して与えられるものも含まれている。（パーティーの人数
やプレイヤーの参加人数によらず）PCたちはみな、同じだけの経験
点を獲得する。プレイヤーは自分が獲得したものをD&D エンカウ
ンター記録用紙に記入する。
　レベルアップ：ダンジョンズ&ドラゴンズ・エンカウンターズの
プレイでは、プレイヤーが複数回のレベルアップを経験できるよう
に、経験点を通常よりも多く与えるシステムを採用している。PC
たちは4レベルで冒険を開始する。すべてのセッションに参加した
プレイヤーのPCは、第2章の開始前にはレベル5に、そして第3章
の開始前にはレベル6に成長している。

PCの変更
　プレイヤーはD&Dエンカウンターズのシーズン中にPCを変更す
ることができる。変更を望むプレイヤーは、これまでこのシーズン
で遊んでいた PC と同レベルの別の PC を持ってくること。ただし、
以前のPCが持っていた宝物や装備が次のPCに引き継がれることは
ない。

PCの死
　PC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。プレイヤーは同じPCの回復力を4減らして次のセッ
ションの開始時に持ってくるか、あるいは同じレベルの新たなPC
で開始することとなる。それ以外にはPCの死によるペナルティは
ない。

冒険の背景
　君はPC作成のセッションの間に以下の背景を読み上げるなり説
明するなりしてもよいし、PCたちをいきなり現場に放り込んだうえ、
質問が出てきたらそれに答えるという形で状況を説明してもよい。
　デイルランズは独立したフェイルーンの一地域で、その北側には
月海の寒冷な地域が、南側にはセンビアやコアミアといった大帝国
が位置している。広大な森の中に開けた穏やかな地形の中には農夫
や樵たちが暮らす12のちっぽけな共同体が点在している。その中
には高名な魔法使いであるエルミンスターが住むシャドウデイル、
デイル会議が行なわれる田園の地ミスルデイル、そして昔大戦争が
あって、今ではすっかり平和なのだが、あまり人の住んでいないバ
トルデイルなどがある。これらデイルをとりまくのは、エルフたち
の領土ミス・ドラナーを抱えるコーマンソーの大森林である。コー
マンソー森林の人知れぬ奥深くには古代のエルフたちの数々の王国
の廃墟が眠っており、その多くは今も魔法の神秘と古代の恐怖を孕
んでいるのである。
　デイルランズは恐るべき敵どもに取り巻かれている。富めるセン
ビアは数世紀にわたって北方へと進出を続ける商業勢力であり、今
にもデイルランズの南側を飲み込もうとしている。とくにここ100
年ほど、ネザリルのシャドヴァーがセンビアを支配するようになっ
てからというもの、その危険度は上昇している。タッセルデイル、
フェザーデイルおよびスカーデイルは前世紀のうちに幾分センビア
の支配下に置かれてしまっており、バトルデイルは次の明確な進出
目標となっている。同時に、ゼンタリム――傭兵とスパイの秘密結
社で、デイルランズの敵どもの中でかつて最も野心的であったもの
――が、再びその勢力と影響力を盛り返してきている。ドラゴン・
カルトの狂信者どももまた、デイルランズを蝕んでいる。この邪教
徒どもはアンデッド・ドラゴンを信奉しており、フェイルーン全土
をドラコリッチの支配下に置こうとして陰謀をめぐらしているので
ある。
　デイルランズにおける君たちの冒険は、バトルデイルの東のはず
れから始まる。そこにあるハップの村に、名高い賢者イマーニが住
んでいるのだ。イマーニはコーマンソーの遺跡の研究に人生を捧げ
ており、消滅したエルフの領土ウヴァイレンの伝説的な大図書館群
を捜し求めている。
　最近、イマーニは長いこと失われていたウヴァイレンのアーティ
ファクトであるダイアモンド・スタッフ・オヴ・ホミルラを発見し
た。これはドラコリッチであるドレトクロヤステルの宝物庫の中に
隠されていたものであり、自らの邪悪な目的のためにウヴァイレン
の力を求めんがためにそのスタッフの獲得を目論んでいたドラゴ
ン・カルトに今にも奪われそうになっていた。危ないところでそれ
に気付いたイマーニは冒険者集団をいくつも呼び寄せて組織的な襲
撃を行なわせ、首尾よくダイアモンド・スタッフを回収したので
あった。そして今、ハップの賢者はこのアーティファクトを用いて
ウヴァイレンの大図書館群を開くべく遠征隊を組織している最中で
あり、自分に同行してくれる、信頼できる冒険者たちを捜している。

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。1回か2回、セッション
を飛ばすプレイヤーもいるかもしれないし、数セッションを別
のDMのもとで遊んできた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、最後の大
休憩からこれまでに、そのプレイヤーのPCが消費ずみのリソー
ス（回復力や一日毎パワー等）をきちんと記録しているかどうか
を確かめること。
　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、個々のプレイヤーすべて
について、どのような判断を下してきたかを調べる。多数決を
取り、結果が同数となった場合は冒険者たちにとってより好ま
しい結果となっているものを採用する。例えば君の卓の5人の
PCのうち3人がペルダンズ・ヘルムに行く前にイマーニのもと
を訪れていたなら、今週の君のセッションにおいてはそのグ
ループは既にイマーニのもとを訪れているものとして扱う。



4

M
C

LE
A

N
 K

E
N

D
R

E
E

冒険の概略
　オークの一団がイマーニの塔から、つい最近取り戻されたばかり
のダイアモンド・スタッフ・オヴ・ホミルラを盗み出すところから
この冒険は始まる。PCたちはアーティファクトを取り戻すべく出
発するが、分かるのはこの襲撃の背後にはゼンタリムがいるという
ことばかりである。バルセロというセンビアの魔道士が、そのシャ
ドヴァーの主君のためにダイアモンド・スタッフを捜しており、そ
してフォーデルという名のゼンタリムの司令官を雇ったのだ。
　バルセロにとってはあいにくのことに、フォーデルは彼女自身の
ためにこのアーティファクトを取っておくことに決めてしまい、そ
してそれをウヴァイレンの失われた大図書館群のひとつに入り込む

のに使おうとしている。PCたちはゼンタリムの密偵を追ってデイ
ルランズを横切り、件のエルフの廃墟の中でフォーデルおよび彼女
の配下の傭兵たちに追いつく。しかしそのすぐ後ろには、彼らの主
人の盗まれた宝物を探すドレトクロヤステルの狂信者どもが控えて
いる。そしてスタッフの支配権を巡る争いは三つ巴の最終決戦へと
なだれ込んでいくのだ。

第1章
　PCたちはハップの賢者イマーニに面会するが、ウヴァイレンの
大図書館群への旅の準備は、残虐なるオークの掠奪者、牙拳族の一
団によって妨害される。PC たちは掠奪者どもからハップを守り、
その後、森の中の洞窟にある牙拳族の野営地へと彼らを追ってゆく。
そしてそこで、彼らはこのオークの襲撃の背後にはゼンタリムの傭
兵の一団がいるということを知るのである。
　セッション1：ハップ村の凶事　PC たちは賢者イマーニと会い、
彼と共にウヴァイレンの大図書館群を探しに行くという仕事を引き
受ける。ところが遠征へと出発する前に、牙拳族が襲ってくる。冒
険者たちは勇敢に戦って村を守るが、その時にはもうひとつのオー
クの一団がイマーニの塔を襲っていたと知れる。
　セッション2：イマーニの塔　PCたちは塔を攻撃したオークの残
り、それに普段なら塔を守っているはずだが今や制御を失ったゴー
レムと戦う。その後、彼らは賢者が大けがを負っており、ダイアモ
ンド・スタッフも失われているのを見出す。イマーニは、オークど
もはアーティファクトを盗もうとするより大きな勢力の手先だった
のではないかと疑っており、PCたちに連中を追いかけてくれと言
い募る。PC たちはオークどもを追って森の奥深くまで入り込み、
連中のねぐらがハップからほんの数マイルのところにあることを発
見する。
　セッション3：牙拳族の巣窟　PCたちは牙拳族の隠れ家を探索し、
オークどもと、そしてハップ襲撃の糸を引いていた2人のゼンタリ
ムの傭兵と戦う。ゼンタリムの部隊長フォーデルは、既にダイアモ
ンド・スタッフを持って洞窟を出立している。護衛たちが持ってい
た書簡から、PCたちはこのゼンタリムの連中はバルセロという名
のセンビアの魔道士に雇われたことを知る。フォーデルは雇い主と
面会してスタッフを渡すべく、その途上にある。

第2章
　PCたちはダイアモンド・スタッフを取り返すべく、デイルラン
ズを横断してフォーデルを追う。彼らは、センビアの魔道士バルセ
ロがネザリルのシャドヴァーの手先として働く密偵であったことを
知る。しかしながら、フォーデルは雇い主に件のアーティファクト
を渡す気などない――このゼンタリムの傭兵は、ウヴァイレンの失
われた大図書館群を探して旅立ったのだ。PCたちはフォーデルを
追ってミスルデイルへ行くが、そこではドラゴン・カルトが台頭し
てきている。PCたちは、件のゼンタリムの傭兵がスタッフの力を使っ
て掠奪を働こうとしていたところの古代のエルフの大図書館群を首
尾よく見つけ出す。
　セッション4：幽霊の土地　PCたちは牙拳族の洞窟にいたゼンタ
リムから入手した手掛かりを追い、タッセルデイルのはずれへと急
いで、フォーデルと彼女の雇い主のセンビア人との会合を邪魔しよ
うとする。会合は “幽霊砦” と呼ばれる場所――郊外にある打ち捨て
られた荘園――の一角で行なわれる。PCたちはバルセロと、そのシャ
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にドヴァーの仲間とやりあうが、結局フォーデルは現れない。件のゼ

ンタリムの傭兵は、ダイアモンド・スタッフを我がものとし、ウヴァ
イレンの大図書館群に彼女自身が踏みこむために使うことにしてい
たのである。

　セッション5：裏切りの傭兵を追え　フォーデルはPCたちの一
歩先を行っているが、件のゼンタリムの傭兵がスタッフを持ってど
こへ逃亡したかをPCたちは知っている。冒険者たちはミスルデイ
ルの西端にある小村、ペルダンズ・ヘルムへと向かう。この村の近
くには謎めいたエルフの遺跡が複数あるのだ。目的地についたとき、
フォーデルは仲間と共に既にそこに踏みこんでいる――そしてドラ
ゴン・カルトもまた、彼女を追っていることがわかる。PCたちは
狂信者どもの待ち伏せを退け、再びゼンタリムの手先を追い始める。
　セッション6：ウヴァイレンの廃墟　PCたちはフォーデルの足跡
を追い、古代ウヴァイレンの遺跡の鬱蒼と茂った一角へと踏み込む。
これらの遺跡は危険極まりない罠で守られ、そのうえここにはキチ
ンと呼ばれる蜘蛛のような野蛮な人型生物がうようよしている。冒
険者たちは辛抱強く探索を続け、“歌の宝物庫” への入り口を見出す。
これこそ、イマーニ、バルセロ、そしてフォーデルの3人がみな探
し求めていた、膨大なる秘術の知識を収めた場所なのである。

第3章
　本アドベンチャーの最終章は、古代のエルフ領ウヴァイレンの大
図書館群のひとつ、“歌の宝物庫” を舞台とする。このダンジョンの
危険極まりない守護者どもと戦ってこれを退けた冒険者たちは、ゼ
ンタリムとドラゴン・カルトの間に飛び込むことになる。この二勢
力は、双方とも大図書館群の秘密を解き明かすために、ダイアモン
ド・スタッフを手に入れようとしているのだ。
　セッション7：歌の宝物庫　PCたちは古代の罠や謎解きに対処し
つつ、ウヴァイレンの隠された大図書館へと踏み込む。フォーデル
と彼女の部下であるゼンタリムの戦士たちを追う冒険者たちは、傭
兵たちや図書館の守護者たる竜の危険極まりない襲撃と戦わねばな
らない。
　セッション8：ホミルラの鍵　PCたちはフォーデルと対峙するが、
このゼンタリムの隊長殿が戦うことなくダイアモンド・スタッフを
手放すことなどあり得ない。そしてそのすぐ背後にはドラゴン・カ
ルトが控えており、PCたちは三つ巴の戦いへと巻き込まれてゆく。
いったんどちらかの側につくことで、PCたちは効率よくもう一方
の敵を倒すことができる――が、勝利を収めたとして、PCたちは
スタッフの支配権を獲得し、“歌の宝物庫” の秘密を解き明かすこと
ができるのだろうか？

悪役は何ものか？
　『ダイアモンド・スタッフを求めて』は、3人の悪役、すなわちバ
ルセロ、フォーデル、そしてドレトクロヤステルの物語である。バ
ルセロは狡猾なるセンビア人で、イマーニからダイアモンド・ス
タッフを盗み取ることを企み、すべての発端になった人物である。
ドレトクロヤステルはスタッフの本来の持ち主で、自分の宝物を
取り戻そうとするドラコリッチである。フォーデルはスタッフを取っ
てこさせるためにバルセロが雇ったゼンタリムの手先だが、彼女
はバルセロを裏切り、スタッフを自分のものにしようとするのであ
る。冒険者たちはフォーデルがスタッフを盗んだ事件に巻き込ま
れ、それを取り戻すべく彼女を追うことになる。
　バルセロはセンビア人の魔道士で、センビアを支配するシャド
ヴァーの密偵として仕えている。彼は小太りの中年のヒューマンの
男性で、偽りの愛想を振り撒いている。彼は怠け者で、だいぶ
臆病であり、戦闘だの身体が何かきつくなるようなことだのは不
快なこととして可能な限り避ける。その一方で彼は非常に頭はよ
く、野心家で、そのうえ陰謀家である。ドレトクロヤステルの宝物
庫からダイアモンド・スタッフ・オヴ・ホミルラが持ち出されたと
いう噂を耳にしたバルセロは、件のアーティファクトは自身の影の
主人にとって非常な価値を発揮するものと認識し、ゼンタリムを
雇って件のスタッフを盗み出させるのである。
　フォーデルは魔法の技術を持つ傭兵のウォーロードである。月
海出身の長身で黒い髪を持つヒューマンの女性で、魅力的な緑
の瞳をしているが、その面差しには何か面白がるような、軽蔑す
るような冷たい微笑が刻み込まれたように常に漂っている。若く
向こう見ずな冒険者である彼女はゼンタリムの注意を引き、高い
地位に迎え入れられ、そこでずいぶん華やかに活躍してきた。ゼ
ンタリムは様々な勢力下で戦う傭兵、あるいは暗殺者の集団であ
り、一時期はフェイルーンのハートランドを支配してさえいた。
フォーデルはその栄光を再び手にすることを夢見ており、そのこと
にゼンタリムの注意が向くようにと飽くことなく活動を続けてい
る。彼女は彼女に忠実な、ゼンタリムの傭兵と掠奪者から成る
一団を率いている。
　ドレトクロヤステルはこのアドベンチャー内では実際に姿を現
すことはないが、物語の最初と最後に影響してきている。強力な
アンデッド・ドラゴンであるドレトクロヤステルは、この数百年と
いうもの、コーマンソーの奥深くに棲みついている。ダイアモンド・
スタッフ・オヴ・ホミルラは、つい最近、複数の冒険者集団によっ
て彼の宝物庫から盗み出された。彼らは協働して、この大胆な
掠奪をしてのけたのである（この略奪については、D&Dゲーム・
デイ用のアドベンチャー、『Vault of Dracholich』の題材となって
いる）。件のスタッフはドラコリッチの宝物の一部であるというだけ
でなく、自身とドラゴン・カルトの手でウヴァイレンの力を支配し
ようとするドレトクロヤステルの企みの中心を成すものでもあった。
ドレトクロヤステルは自身の信者に対し、スタッフを探し出して持
ち帰るようにと命じたのである。
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セッション0：PC作成
　本シーズンのD&Dエンカウンターズでは、最初のセッションは
プレイヤーたちにPCを作成させることを目的としている。今シー
ズンでは、プレイヤーたちは4版の公式ルールであれば何を使って
もよい。公式ルールには『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ラ
ンズ　堕ちた地の勇者』、『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・
キングダムズ　忘れられた王国の勇者』、また、『プレイヤーズ・オ
プション：元素の混沌の勇者』、『プレイヤーズ・オプション：妖精
郷の勇者』、『プレイヤーズ・オプション：影の勇者』および『ダン
ジョン・サバイバル・ハンドブック 未知への挑戦』が含まれるが、
それ以外のものを用いても構わない。
　セッション0に参加できなかったプレイヤーは、どこかで別にPC
を作成してくることもできるし、プレイ・キット内に含まれる作成
済みPCのどれかを使用してセッション1を開始することもできる。
プレイヤーはそれぞれのセッションごとに自分のPCを持ってこな
くてはならない。
　シーズンの途中から参加するプレイヤーは、適切なレベルのPC
を作成することができる。

種族
　プレイヤーは上で示した書籍、およびD&D Insiderや『プレイヤー
ズ・ハンドブックII』および『プレイヤーズ・ハンドブックIII』等の
その他の公式ルールに含まれる任意の種族のPCを作成することが
できる。

クラス
　プレイヤーは上で示した書籍、およびその他の公式ルールに記載
されたクラスを用いてPCを作成することができる。

背景としてのデイルランズ
　デイルランズはフェイルーン中心部の街道の交わる場所であり、
大陸の様々な場所からPCたちはこの地域へやってくる。デイルと
は12の小さな独立したヒューマンの共同体で、コーマンソーの大
森林の中の開けた場所や渓谷にそれぞれ位置している。何世紀も昔、
ヒューマンの移住者たちは、森の中のエルフの諸王国との合意のも
と、森との境界を尊重する限りにおいてヒューマンが森の開けた場
所に住むことを可能にしたのである。デイルランズの人々は今でも
このデイル盟約を重んじている。それについてはミス・ドラナーの
森の領土に住むエルフたちもまた同様である。
　デイルズの人々は忍耐強く、独立心旺盛で、大領主や王などに支
配されることを良しとしない。彼らは権威や貴族の特権などという
ものは信用せず、するべきことを押し付けられたなら拒むのが普通
である。喧嘩っ早く頑固だともいえる。デイルのいくつかは、その
隣人に対して数世紀越しの確執を抱えていたりもする。とはいえ、
デイル間での戦争が起こることは稀である。デイルランズを支配し
ようとするものは、デイルランズの人々を無理やりにでもひとつに
まとめるには、共通の敵を眼前におく以外ないということを一度な
らず学んできた。しかしながら、デイルランズ南部は度々あからさ
まな収奪にあっており、その結果、フェザーデイル、スカーデイル、
そしてタッセルデイルはセンビアの支配下に置かれてしまっている。
　個々のデイルは大まかに2つのグループのどちらかに分けられる。
すなわち、大きな共同体を持たない田園地帯か、小都市として必要

な要素はすべて備えた都市部かである。バトルデイル、フェザーデ
イル、タッセルデイル、そしてシャドウデイルは多かれ少なかれ田
園部と言え、一方、アーケンデイル、ディーピングデイル、ハロウ
デイルおよびスカーデイルは相応の大きさの街となっている。ミス
ルデイルはその中間である――100年前は田園部のデイルだったが、
その中心であるアシャーベンフォードがこの数十年で著しい発展を
遂げたのである。この街には現在デイルズ議会がおかれ、デイルラ
ンズ全体の “首都” として機能している（が、デイルランズの人々の
ほとんどはそのような表現のしかたはしない）。

デイルランズのPC
　フェイルーンのありとあらゆる場所からやってきた旅人たちはデ
イルランズを横切ってゆくが、この地域で冒険するPCたちの大部
分はデイルランズかデイルランズ周辺地域の出身者である。以下の
情報は、様々な種族のPCたちがいかにしてデイルランズに馴染ん
でいるかということを感じ取らせてくれるだろう。
　ヒューマン：デイルランズ、月海の各都市、ヴァスト、センビア、
そしてコアミアの人口の大部分はヒューマンで構成される。近隣地
域出身のヒューマンたちはしばしばデイルランズに住みつき、ある
いはデイルランズで仕事をしている。デイルランズのあらゆる場所
で、コアミア人やセンビア人、ヒルズファー人等々を見かけるのは
珍しいことではない。
　エルフとエラドリン：この地域にいるエルフとエラドリンのほと
んどはミス・ドラナーの出身者である。ほとんどは遠く離れたエル
フの都に住んでいるが、心の赴くままに辺境の森をうろついたり、
偉大なる都コロナルから遠く離れてぽつんと立つ塔や砦に暮らすも
のもいる。
　ハーフエルフ：ヒューマンとエルフがこのようにごく隣り合って
暮らしている以上、デイルランズには多数のハーフエルフも存在す
る。ハーフエルフはとりわけディーピングデイルとシャドウデイル
で多くみられる。
　ハーフリング：デイルランズのありとあらゆる場所で、ヒューマ
ンの共同体の中には少数のハーフリングがみられる。これはコアミ
ア、月海、そしてセンビアでも同様である。
　ドワーフ：デイルランズに最も近いドワーフの共同体はダマラと
ヴァサに近いガリーナ山脈にあり、よってこの地域ではドワーフは
珍しい。とはいうものの、相当数のドワーフの国外脱出者がデイル
ランズ西部でみられる。デイルランズ辺境のテシヤマーの鉱山はか
つてドワーフの王国として富み栄えていたが、モンスターによって
滅ぼされた。テシヤマーの生存者の血を引くごく少数のドワーフた
ちは、今でも祖先の土地を取り戻すことを夢見ている。
　ドラウ：デイルランズには少数ながらダークエルフも住んでいる。
ジェイルレ家とアウズコヴィン一族は森の奥深く、あるいはアン
ダーダークのごく浅い場所に隠された砦に住んでいる。ダークエル
フたちのデイルランズでの悪評は高く、よってドラウのPCは、そ
の個人がデイルランズの住民の信用を勝ち取るだけの実績を上げて
いない限り、折に触れ疑いの目で見られることになるだろう。
　ドラゴンボーン、ティーフリングおよびその他：一般的にいって、
これらの種族のPCは “このあたりのものではない” ということにな
る。デイルランズの人々は風変わりな異国人がそのあたりをうろつ
いているのは見慣れており、よってそういう種族のものを見てもい
ちいち注意を払うことは稀である。
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　君のPCはなぜデイルランズにいるのか？　君がデイルランズで
働き口や冒険を求めるようになったいきさつについては、以下に述
べる可能性を考えてみること。
　キャラバンの護衛：べつだん輝かしいものではないが仕事は仕事
だ。キャラバンはフェイルーンじゅうを往来しており、長いその道
のりのそこらじゅうで山賊やモンスターがキャラバンを脅かしてい
る。君たちのようなものがついていて危険と戦ってくれなくては、
ほとんどのキャラバンは目的地に到達できず、フェイルーンの交易
は崩壊してしまうだろう。そして、あらたな通過点のひとつとして、
君はデイルランズにやってきたのだ。

　エルフの謎：コーマンソーの森にはかつて、素晴らしく進歩した
エルフの古代王国があった。これらの文明の遺跡は今も森の奥深く
に眠っており、その多くには魔法的な驚異や、現在ではめったに見
ることのできない素晴らしい財宝が存在する。君は名誉ある学者か
もしれないし底辺の墓荒らしかもしれないが、ともあれ、この隠さ
れた宝に引き付けられ、それを我がものとしようとしてやってきた
のだ。
　ハーパー・エージェント：ハーパーの名で知られる伝説的な組織
の一員として、君は専横と抑圧のあるところどこにでも行ってそれ
と戦ってきた。ここしばらく、ネザリル帝国は自由なるフェイルー
ンの地にとって最大の脅威となっており、よって君は自らをシャド
ヴァーの帝国主義との戦い――すなわちデイルランズじゅうで頻発
する戦闘に捧げてきたのである。
　過去から隠れる：デイルランズの人々はよく働き、そして自分の
仕事に専念することをよしとする。このような性質をもつ人々の間
では、君は自分が何者か、どこから来たのかなどと問われることは
ほぼない。君は自分の故郷で、高位の貴族なり忌まわしいギルドマ
スターなりを敵に回したため、逃げ出してきたのかもしれない。あ
るいは何らかの不名誉なことをしでかしたのだ――許されざる恋路、
防げたはずの死を防げなかった、誰かをかばって罪をかぶった、
等々。理由はどうあれ、君は故郷に戻れなくなった――そして、仕
切りなおすには、デイルランズはよい土地だ。
　この地の英雄：君はデイルランズに生まれ育ったので、君の冒険
者としての人生はこの地から始まった。デイルランズは忍耐強く頑
強で独立心旺盛な人々で知られている――しかし君は周囲よりも少
しばかり余計に忍耐強く、頑強で、そして独立心の旺盛さについて
はほとんど誰よりも勝っていた。冒険の合間に、君は自分の農園や
鍛冶場、そして工房に戻る。だが、すぐにデイルズのどこか、ある
いはほかの土地で厄介事が持ち上がり、そして君は物事のありよう
を正してやらねばならぬ羽目に陥るのだ。

どのデイル出身か？
　デイルランドじゅうであらゆるクラスのPCが存在しうるとしても、
この一帯のどの地域出身かということにより、彼らの出身地はあ
る程度決まってくる。
　ウィザード：名高い賢者たちを多数輩出しているにも関わら
ず、デイルランズの人々は秘術魔法を胡散臭く思っており、それ
を学ぶことはめったにない。ディーピングデイルとシャドウデイル
は最も魔道士に好意的な土地である。
　ウォーロック：デイルランズの人々は、危険な存在と忌まわし
い契約を結ぶことを快く思ってはいない。というわけでこの地に
はウォーロックは多くはなく、また、この地に暮らすウォーロックは、
自分はウィザードあるいはその他の秘術使いであるとして通そうと
することもしばしばである。
　クレリックとパラディン：デイルの中でも比較的大規模な共
同体（特にアーケンデイル、ディーピングデイル、およびハロウデ
イルにおけるもの）にはごく一般的な神格に捧げられた小さな社

やしろ

がある。加えて、要塞化した修道院はデイルランズじゅうにみられ、
その中にはバトルデイルの剣の修道院やタッセルデイルの正義の
金鎚の修道院も含まれる。デイルランズで好んで信仰される神
格には、アモーネイター、チョーンティーア、セルーネイ、テンパス、
タイモーラ、およびトームがある。
　ドルイド：田園部のデイルでは伝統的なドルイド信仰により重
きがおかれている。ダガーデイル、ミスルデイル、そしてシャドウ
デイルはドルイドのPCの出身地として候補に挙がりやすい。
　ファイター：勇猛な戦士の出身地としてはあらゆるデイルが
挙がり得るが、これらの土地では正式な戦闘訓練が受けられる
場所は稀である。デイルの中ではアーケンデイルとスカーデイル
が最も強力な軍事の伝統を保持している。
　レンジャー：デイルランズの民の戦い方は、潜み、待ち伏せし、
弓を用いるものである。レンジャーはダガーデイル、ディーピング
デイル、およびシャドウデイルで一般的である。
　ローグ：相応の大きさのある町や都市ではローグは一般的だ
が、デイルランズにはそのような大きな共同体そのものが稀であ
る。ローグの出身地として一番あり得そうなのは、デイルランズの
中でも人口の多いアーケンデイル、ハロウデイル、およびスカー
デイルである。
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第1章
　PCたちは賢者イマーニに会うためにバトルデイルのハップ村に
やって来る。イマーニはウヴァイレンの大図書館群の探索に同行し
てくれる信頼できる冒険者の一団を探していた。だが探険行に出発
する前に、冒険者たちはオークの襲撃に巻き込まれることになる。

セッション1：  ハップ村の凶事
　PCたちは近くの町や村で貼り紙を見て、冒険者を募集している
ハップ村の賢者イマーニのところへ向かう。

　セッションを始める準備ができたなら、以下の文章を読み上げる
こと：
　冷たい雨の午後、バトルデイルの端の方に位置する寒村である
ハップ村。皆さんはこの村の公会堂に座っています。建物のつくり
は粗末で、長椅子は丸太を割っただけのもの、壁には色あせた垂れ
幕がぶら下がっています。皆さんがこの村にやってきたのは、近く
のデイル中の酒場や公会堂に貼られていた貼り紙を見たからです。
元冒険者で有名な賢者のイマーニという人物が、最長で1 ヶ月のあ
いだ冒険者パーティを雇いたいとのことでした。なお報酬について
は、獲得した財宝を山分けにしようと書かれています。

　プレイヤーたちに自分のPCを紹介する機会を与えること。各PC
は賢者の募集に1人で応募したことにしてもよいし、1〜2人の仲
間と一緒にやって来たことにしてもよいし、すでにパーティ全員が
知り合いで、足並み揃えて村を訪れたことにしてもよい。

賢者との会見
　プレイヤーたちの自己紹介が終わったら、イマーニとの話し合い
が始まる。

　イマーニが到着した時点で、以下の文章を読み上げること：
　公会堂の扉が開き、背が高くあご鬚を伸ばした50歳前後のヒュー
マンが大またで部屋の中に入ってきます。肌の色はターミッシュ人
らしいこげ茶色で、白髪交じりの頭を短く刈り込み、茶色のローブ
を着て、眼鏡をかけています。その脇に、緑色のチュニックを着て
大きな本と羽ペンを持った若いヒューマンの男性が付き従っていま
す。年配の男性は室内を見渡すと、「どうやら彼らのようだ」とつぶ
やいて、メインホールから個室の方に入って行きます。
　本を抱えた若い男性は咳払いをしてから、「失礼。皆さんは賢者
に会いに来られた方々ですよね？　もしそうなら、私に着いて来て
ください」と言います。

　ドリンドルは19歳になる真面目なヒューマンの若者で、イマー
ニの元で書記兼助手として働いている。PCたちが「そのとおり、俺
たちは賢者イマーニに会いに来た」のように答えると、ドリンドル
は丁寧に挨拶を返し、イマーニが入っていった個室の方にPCたち
を連れて行く。

　イマーニが待つ部屋に英雄たちが入ったなら、以下の文章を読み
上げること：
　茶色のローブを着た男性は小さな机を囲む上座に腰かけています。
皆さん全員が部屋に入って席につくと、彼は話し始めます。
　「わしはイマーニ、ハップの賢者と呼ばれておる。わしはミスル
デイルの端にあるウヴァイレンの遺跡群を探索する予定だ。失われ
て久しいエルフ王国の太古の図書館および宝物庫は、今もあの森の
中に眠っている。強力な護りの魔法のせいで、今まで誰も入ること
ができなかったのだ。だがわしは最近、鍵を手に入れた。
　「君たちの仕事は、わしを遺跡群まで護衛し、山賊やモンスター
どもを撃退し、まだ残っているやもしれぬ大昔の罠を解除または迂
回する手伝いをし、わしが歌の宝物庫を開いてその秘密を研究して
いる間もわしを守ることだ。雇い主として、わしは今回の探険で発
見した財宝の半分を貰う。残りの半分は君たちで等分してくれ。た
だし歌の宝物庫で見つかったものについては、必ずわしの取り分の
方に入れさせてもらう。条件は以上だ。契約書にサインしてくれる
かね？」

　イマーニの目的は、PCたちがこの仕事にふさわしい実力を備え
ているかどうか、そして（実力が充分なら）PCたちを雇うべきかを
見定めることである。彼は喜んで話し合いや質問に答える。以下の
記述を元に、PCからの質問や要求に対する賢者の返答を演出しよう。
　ウヴァイレンとは何だ？：「ウヴァイレンは何千年も前に西の森
で栄えていたエルフの王国だ。学者と研究者の国だったが、隕石に
よって崩壊したと言われとる。ウヴァイレンの宝物庫には想像を絶
する知識と伝承が蓄えられているとのことだ」
　難易度15の〈歴史〉判定に成功したPCは、ウヴァイレンがアーコ
ラー（現在でいうコーマンソー森の範囲）のエルフ帝国内の独立した
領邦の1つだったことを知っている。6千年ほど前、歴史家たちが“炎
の12日間” と呼ぶ事件が発生した。コーマンソー西部に隕石が落下
してウヴァイレンが壊滅したのだ。現在のミスルデイルを構成する
長い谷は、落下した隕石が太古の森をえぐった恐ろしい傷痕の名残
である。
　“ 歌の宝物庫”とは何だ？：「それはウヴァイレンの図書館の1つ
で、歌声を奏でるクリスタルの中に大量の秘術の叡智が収められて
いると言われておる。過去数百年、この宝物庫に入れた者はいない
し、正確な所在地はわしにも分からん。だが、おおまかな位置まで
はかなり確実に推測できる。ただ、問題は場所ではない。あの杖が
見つかるまではそうだった」
　鍵を持っていると言っていたが？：「つい最近、ドレトクロヤス
テルというドラコリッチの巣穴を襲った者たちがダイアモンド・ス
タッフ・オヴ・ホミルラを持ち帰った。ホミルラはウヴァイレンの
上位魔道士で、ウヴァイレンが滅んだ時にはたまたま別の土地にい
たのだ。彼女の杖にはウヴァイレンの封印を開くための魔法が施さ
れており、それ以外の方法で護りの魔法を打ち破るのは不可能に近
い」（プレイヤーの中にD&Dゲーム・デイの “Vault of the Dracolich”
に参加した者がいる場合、大胆にもダイアモンド・スタッフを盗み
出した奴がいるという噂を聞き覚えているだろう）
　俺たちの取り分を増やせ：「ふむ、交渉に応じるつもりはあるぞ。
どれだけ欲しい？」イマーニとの交渉により、財宝の20％までをPC
たちに譲らせるか（訳注：最終的な分配率はイマーニが3割、PCた
ちが7割になる）、または歌の宝物庫の内容が極めて価値の高いも
のであったなら PC1 人あたり 500gp の特別ボーナスを支払うと約
束させることができる。



9

セ
ッ

シ
ョ

ン
1
：

ハ
ッ

プ
村

の
凶

事　その条件で仕事を受けよう：イマーニはドリンドルに、PCたち
の名前と、各人の能力や得意分野を記録するよう命じる。

　PCたちがイマーニを手伝うことに同意したなら、以下の文章を
読み上げること：
　賢者は満足げな顔で何度もうなずきます。「出発は明日の朝だ。
それまでに長旅の準備を整えておいてくれ。日の出の1時間後にミ
ラリー亭の前に集合とする。必要なものはわしのツケで買ってかま
わん。村の商人たちは喜んでツケ払いに応じるはずだ。3日後には
ペルダンズ・ヘルムに到着したい」

　dndencounters.comからデイルランズのマップをダウンロードし
てプリントアウトしているなら、ここでプレイヤーたちにマップを
見せること。プレイヤーがマップの写しを欲しがった場合には、
dndencounters.comでダウンロードできることを教えてあげよう。

（訳注：このURLは第5版のスタートにともなうウェブサイトのリ
ニューアルで無効となっています。）
　イマーニとドリンドルは村の公会堂を離れ、イマーニの塔（後述）
に帰っていく。PCが賢者に同行しようとした場合、「わしにはやる
べきことが沢山ある。客をもてなしている暇はない」と丁寧だが断
固たる口調で断られる。PCたちは数時間の間、ハップ村を見てま
わり、必要ならば買い物を行なうことができる。

村内の探索
　人口希薄なデイルの辺境に位置するハップ村は、“人里離れた田舎”
という表現がぴったりの場所だ。

　PCたちが公会堂を出たなら、以下の文章を読み上げること：
　この小さな村はコーマンソー森南部の、ハップトゥース丘陵と呼
ばれる岩地のふもと、森がわずかに開けた場所に広がっています。
1本しかないメインストリート沿いに20軒ほどの家屋が立ち並んで
います。馬車道を西に数マイル進むと、バトルデイルを走る主要な
街道であるローソーヴィア道に行き当たります。北と西に伸びる小
道はハップトゥース丘陵の裾をぐるっと回り、フェザーデイルおよ
び、冷原と呼ばれる木の一本も生えない荒地に通じています。村の
建物は自然石の土台の上に頑丈な丸太の枠組を建てたつくりで、鍛
冶屋、目立て屋（訳注：潰れた鋸の歯を直す人）、雑貨屋、馬小屋、
神殿などがあります。旅人が泊まれる場所はミラリー亭という宿屋
しかありません。

ミラリー亭
　ミラリー亭は風雨に痛んだ古い宿屋で、宿泊設備は劣悪だが、そ
れでも雨に濡れて眠るよりはましだ。宿の1階にはこの村唯一の酒
場があり、夜になれば10数人の村人や農夫たちが集まって、暖炉
の火にあたりながらパイプを燻

くゆ

らせたり酒を飲んだり噂話に興じた
りしている。
　この宿の経営者は背の高い太ったヒューマンの男性で、名をバー
ンドンと言う。善良な男で、宿屋を運営しつつ老朽化した建物を少
しでも修繕しようと忙しなく働いている。
　ミラリー亭の個室にはベッドが2つあり、部屋代は1晩1gpである。
懐の寂しい旅人は屋根裏でわら布団にくるまって眠ることもでき、
こちらは1晩2spだ。屋根裏には10人まで泊まれる。

ラサンダーの歓待
　この小さな社は納屋を改装した建物で、石壁に木製の屋根がつい
ている。正面の扉の上を見上げると、干草置き場だった2階部分が
鐘つき堂になっているのが見える。扉の奥は礼拝堂で、朝日の神ラ
サンダー（ほとんどの信徒には太陽神アモーネイターとして知られ
ている）をまつった祭壇がある。礼拝堂の奥の小部屋は常駐する司
祭のための生活空間になっている。ハート型で金色の光を放つこぶ
し大の琥珀の塊が、魔法の力によって祭壇の上15フィート（約4.5m）
の位置に浮いている。この聖遺物は “ラサンダーの血” と呼ばれてい
る。ラサンダーの敬虔な信徒以外の手によってこの社から持ち出さ
れた場合、“ラサンダーの血”は1分後に瞬間移動して元の場所に戻っ
てしまう。
　この社に勤める司祭はシスター・トレッサという落ち着いて威厳
のあるヒューマンの女性で、デイルランドに残る数少ないラサン
ダー信徒の1人である。彼女は自分の部屋に5本のポーション・オ
ヴ・ヒーリングを蓄えており、善良な心の持ち主に見えるPCには
喜んで売ってくれる（ポーション1つ50gp）。

デルムスのよろず屋
　若い頃は冒険者だったという、デルムスという名の年老いたド
ワーフがこの雑貨屋を経営している。その下で、ブリスタンとベイ
レスという生意気盛りのヒューマンの少年たちが丁稚として働いて
いる。この2人は6年前のオークの襲撃で孤児になったところをデ
ルムスに拾われた。
　このよろず屋はありとあらゆる日用の道具や物資を扱っている。
小麦粉、砂糖、塩、燻製肉、ドライフルーツ、日用雑貨、毛布、そ
の他通常の装備品なら何でも。デルムスの店には、20gp以下の冒
険用具、40gp以下の鎧、10gp以下の武器、そしてアローやボルト
などの矢弾がすべて揃っている。

ロームノスの家畜屋
　目立つ頬髭と人好きのする物腰を備えた中年のハーフリング男性
であるロームノスは、ハップ村唯一の馬小屋を所有している。彼と、
鋭い舌を持つ妻のニーラは、10数頭の乗用馬、数頭の荷馬、ポニー、
ロバなどを売りに出している。この店で購入した乗騎には鞍や手綱
などの馬具一式もついてくる（馬具の値段は乗騎の価格に含まれて
いる）。

旅の準備
　プレイヤーたちが長旅に備えてどのような準備をしたらよい
のか戸惑っているようなら、PC1人あたり冒険者キット1つと
乗用馬1頭、そしてパーティ用のテント1つを購入しておくとい
うのがほど良い目安だ。PCたちがハップ村で装備品を購入す
る際には、PC1人あたり合計100gpまでは必要経費としてイ
マーニのツケで購入できる（ただし魔法のアイテムを除く）。
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イマーニの塔
　この小さな円形の塔に石造りの小屋が付属した建物は、村から
1/4マイル（約400m）ほど離れたハップトゥース丘陵のふもとの斜
面に建っている。塔の扉前から村の南端まで、踏み固められた小道
が続いている。イマーニはこの塔で、ドリンドルおよび風変わりな
ペットや護衛と共に暮らしている。

村の公会堂
　村の公会堂は大きな集会場（PCたちがイマーニと初めて会った場
所）と、その奥の小さな武器庫（現時点では空）から構成されている。
公会堂は村人の寄り合い所、ダンスホール、公民館などとして使わ
れている。

牙拳族の襲撃
　夜になってPCたちがミラリー亭に向かうと、ハップ村は突如の
危険に晒される。

　英雄たちが宿に腰を落ち着けたなら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　その時突然、ラサンダー寺院の鐘が激しく鳴り始めます。酒場に
いた地元民たちが警報に跳び上がったその時、扉がバタンと開いて、
鍛冶屋のような革製の前掛けをつけた若い無骨なヒューマンの男性
が飛び込んできます。「オークだ！」と彼は叫びます。「オークと狼
どもが襲ってきやがった！」

　『牙拳族の襲撃部隊』の遭遇に進め。

牙拳族の襲撃部隊
遭遇レベル5

セットアップ
オークの射手（A） 2体
グレイ・ウルフ（W） 3体
オークの蛮族（S） 7体

　ダイアモンド・スタッフを捜索していたゼンタリムの一団は、
ハップ村には民兵こそいないものの、頻繁に冒険者が泊まっていく
場所だということを知っていた。このオークたちの任務は、村内の
誰かがイマーニの塔に組織的な襲撃を行なうゼントの邪魔をするの
を防ぐことである。

　英雄たちが状況確認のために宿の外に出たなら、以下の文章を読
み上げること：
　村のメインストリートの端の方で、オークの戦士たちが家から家
へと走り回っているのが見えます。彼らの革製の篭手には折れた牙
が縫い付けられています。鉄製の首輪を付けられた狼たちもオーク
の側を走り回っており、動くものすべてに歯をむき出して吠え掛
かっています。通りには村人の死体がいくつも転がっており、他の
村人たちは命からがら逃げ惑っています。松明を掲げたオークたち
は次々と建物に火をつけようとしていますが、夕方まで降っていた
雨のせいで湿っていて、なかなか火が付きそうにありません。

　〈自然〉または〈歴史〉難易度13：この変わった篭手は、牙拳族と
いうオークの部族の証だ。

オークの射手（A）2体	 レベル 4　砲撃役
中型・自然・人型
hp：42；重傷値：21	 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健16、反応18、意志14	 〈知覚〉＋2
移動速度：6	 夜目
標準アクション
m ハンドアックス（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：1d6＋6ダメージ。

R ロングボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・30（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：1d10＋6ダメージ、さらにこのオークは目標を1マス押しやることができ
る。

A クラスタード・ヴォレー／たばね射ち（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔範囲・爆発1・20マス以内（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；
＋9対AC

ヒット：1d10＋6ダメージ。
トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ

トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。

【筋】15（＋4）	 【敏】18（＋6）	 【判】10（＋2）
【耐】12（＋3）	 【知】8（＋1）	 【魅】9（＋1）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
装備：レザー・アーマー、ハンドアックス、ロングボウ、アロー×30

オークの蛮族（O）7体	 レベル 4　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型
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
AC16；頑健16、反応14、意志12	 〈知覚〉＋1
移動速度：6	 夜目
標準アクション
m ハンドアックス（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：8ダメージ、突撃時には12ダメージ。

r ハンドアックス（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：6ダメージ。

トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ

トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。

【筋】16（＋5）	 【敏】13（＋3）	 【判】9（＋1）
【耐】13（＋3）	 【知】8（＋1）	 【魅】8（＋1）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、ハンドアックス×4

グレイ・ウルフ（W）3体	 レベル 2　遊撃役
中型・自然・野獣
hp：38；重傷値：19	 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健14、反応15、意志13	 〈知覚〉＋7
移動速度：8	 夜目
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：1d6＋5ダメージ、伏せ状態の目標に対しては2d6＋5ダメージ。このウ
ルフが目標に対して戦術的優位を得ているなら、目標は倒れて伏せ状態にな
る。

効果：このウルフは4マスまでのシフトを行なう。
【筋】13（＋2）	 【敏】16（＋4）	 【判】13（＋2）
【耐】14（＋3）	 【知】2（－3）	 【魅】10（＋1）
属性：無属性	 言語：――
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事このエリアの特徴
　明るさ：沈み行く太陽と屋内のランプの灯りによって、この遭遇
のすべてのエリアは“明るい”光に照らされている。
　樹木：樹木のあるマスは移動困難な地形である。樹木は部分視認
困難を提供する。
　扉：すべての扉は閉まっているが、鍵はかかっておらず閂も下ろ
されていない。屋内にいるPCは1回のマイナー・アクションで隣
接する扉1つを開くことができる。閂のかかった扉をこじ開けるに
は難易度21の〈運動〉判定が必要である。ウルフは移動アクション
の一部として難易度14の〈運動〉判定に成功すれば鍵のかかってい
ない扉を開けることができる。

結末
　この遭遇はPCたちがオークとウルフをあらかた倒した時点で終
了となり、残っていた敵たちはその時点で逃げ始める（『戦術』参照）。
また、PCたちが遭遇から逃げ出すか、全員気絶させられてしまっ
た場合も、この遭遇は終了する。PCたちがオーク勢に勝てなかっ
た場合、モンスターどもは村を荒らせるだけ荒らしまわってから森
の中に退却していく。

報酬
　オークおよびウルフたちを倒したことと、戦闘遭遇の前にイマー
ニとやり取りしたことにより、各PCは1人あたり500XPを得る。
　財宝：オークたちは合計で、PC1人あたり30gpぶんの貨幣を持っ
ている。これらの貨幣は比較的新しいものであり、一方の面には城
と稲妻が、もう一方には髑髏の印がついている。
　難易度14の〈宗教〉判定または〈歴史〉判定に成功したPCは、これ
らの貨幣についているのがゼンタリムの印だと気づく。ゼンタリム
は邪悪なヒューマンの傭兵たちの組織であり、デイルランズで活動
していることが知られている。貨幣に刻印されている城はコアミア
西部に建つ彼らの本拠地ダークホールドである。

エンディング
　牙拳族を撃退した後、PCたちはオークの死体を漁り、戦いの後
始末をする時間がある。

　遭遇が終了した時点で、以下の文章を読み上げること：
　戦闘が終わりに近づき、村の中は静まり返っています。何人かの
村人が命を落とし、民家や工房が略奪され、一軒の建物はまだ燃え
ています。そしてハップトゥース丘陵にあるイマーニの塔の方角か
らは、鋼のぶつかり合う音と、かすかな叫び声が今も聞こえてきま
す。皆さんが片付けるべきオークがもう少し残っているのかもしれ
ません。

　PCたちは次のセッションの前に小休憩を取ることができる。

戦術
　オークの射手たちはメインストリートの中央に陣取り、歯向かう
者がいるかどうか見張っている。PCたちが登場すると、射手は自
分に近づく敵を集中攻撃するようオークの蛮族たちに命令し、グレ
イ・ウルフたちには戦線を迂回させて、後方に留まっているPCに
圧力をかけさせようとする。オークの蛮族がすべて死ぬか、種類問
わず合計5体以上のモンスターが倒されると、生き残っていたオー
クおよびウルフたちは退却を始める。

難易度の調整
　4人のPCからなるパーティの場合、この遭遇からウルフとオー
クの蛮族を1体ずつ減らす。6人のPCからなるパーティの場合、
オークの蛮族を4体追加する。
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セッション2：  イマーニの塔
　前回のセッションにおいて、PCたちはハップ村を襲ってきた牙
拳族のオークたちと戦ったが、その時点ではこのオークたちが同時
にイマーニの塔を襲った大規模な集団の一部に過ぎないことまでは
知らなかった。オークどもが村内で掠奪を働いている間に、他の何
者かが塔に押し入り、イマーニを切り伏せ、ダイアモンド・スタッ
フを奪っていったのだ。牙拳族が巣穴に帰っていった後も、何体か
のオークは村に残って掠奪に精を出していた――そしてその途中で、
予想外のものと出会ってしまった。

　セッションを始める準備ができたなら、以下の文章を読み上げる
こと：
　冒険者募集の呼びかけに応じてハップ村に住む賢者イマーニの元
を訪れた皆さんでしたが、オークの襲撃から村を守るために戦わざ
るを得なくなるとは予想外だったでしょう。戦闘はようやく終わり
つつあり、村は死んだように静まり返っています。ただし、ハップ
トゥース丘陵にあるイマーニの塔の方角からは、鋼のぶつかり合う
音と、かすかな叫び声が今も聞こえてきます。皆さんが片付けるべ
きオークがもう少し残っているのかもしれません。

　塔までの距離は1/4マイル（約400m）ほどであり、ものの数分で
たどり着ける。

　PCたちが塔にたどり着いたなら、以下の文章を読み上げること：
　ハップトゥース丘陵のふもとの小さな空き地に立つ賢者の住処は、
荒れ果てた石造りの塔で、脇に小屋が付属しています。塔の入り口
近くには、ひどい火傷を負ったオークが5体、瀕死または死体となっ
て横たわっています。塔の中にはよりたくさんのオークがいて、外
からは見えない何かと戦っているようで、オークどもの雄たけびが
ここまで響いています。

　『暴走したゴーレム』の遭遇に進め。

暴走したゴーレム
遭遇レベル5

セットアップ
未修理のフレッシュ・ゴーレム（G） 1体
オークの蛮族（O） 7体

　オークどもが塔に押し入った時、イマーニは自分の塔を守るため
に未修理のフレッシュ・ゴーレムを差し向けた。ゴーレムが最後に
受けた命令は、イマーニがオークに切り倒される前に発した「すべ
て破壊しろ！」というものだった。この人造クリーチャーはオーク
どもと激しく戦っている最中だが、命令の内容が曖昧だったせいで、
塔の中にいるイマーニ以外のクリーチャーすべてを攻撃するよう強
制されている。

　PCたちが塔の中に入ったなら、以下の文章を読み上げること：
　この部屋は研究室のようです。たくさんの机の上に錬金術の道具
が立ち並び、本棚には何百冊という書物が並んでいます。入り口近
くの机の上にはフラスコの並んだ台が立っていますが、それ以外の
家具調度品はことごとく破壊され、床の上にぶちまけられています。
　つぎはぎだらけの肌をした巨大な人型クリーチャーが部屋の中で
ズシンズシンと歩き回っています。そのまわりには6体前後のオー
クの戦士がいて、隙を見計らってはでかぶつの後ろから一撃を加え
ようとしていますが、でかぶつはその度にくるりと振り返り、咆哮
をあげてそのオークを追い掛け回すのです。でかぶつが動くたびに
足元で家具が踏み潰され、オークを殴ろうとして外れた拳が壁に当
たるたびに石が砕け散っています。
　とある本棚の手前の位置に、ずたぼろになったイマーニが転がっ
ています。胴体に大怪我をしているようで、ローブが真っ赤に染まっ
ています。賢者の近くにはオークの死体が1つ転がっていて、その
頭にはドラゴンの牙を飾り付けたへこみだらけの兜をかぶっていま
す。

　集団〈知覚〉難易度10：奥の扉は塔の脇に立つ小屋に通じている
ようです。この扉には地面から4フィート（約120cm）のところに鉄
格子の窓がついていて、向こう側からヒューマンらしき顔がこちら
を覗きこんでいます。小屋に閉じ込められているのはイマーニの元
で書記として働いているドリンドルで、今は怯えきっているようで
す。

未修理のフレッシュ・ゴーレム　レベル8　精鋭　暴れ役
大型・自然・自律体（人造）
hp：210；重傷値：105	 イニシアチブ＋2
AC20；頑健21、反応18、意志19	 〈知覚〉＋3
移動速度5（シフト不可）	 暗視
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 スラム／叩きつけ◆無限回

攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：2d10＋9ダメージ。

M ゴーレム・ランページ／ゴーレム大暴れ◆再チャージ 6
効果：このゴーレムは移動速度までの移動を行なう。この移動においては敵
の接敵面を通過可能である。この移動によって他のいずれかのクリーチャー
の接敵面に入るたび、そのクリーチャーの接敵面に入るのがこの移動中で初
めてなら、このゴーレムはそのクリーチャーに対して1回のスラム攻撃を行なう。

トリガー型のアクション
M バーサーク・アタック／狂暴化攻撃◆無限回

トリガー：このゴーレムがダメージを受ける。
効果（即応・対応）：このゴーレムは間合い内から1体の目標をランダムに選
択し、スラムを使用する。

【筋】20（＋9）	 【敏】7（＋2）	 【判】8（＋3）
【耐】15（＋6）	 【知】3（±0）	 【魅】3（±0）
属性：無属性	 言語：――

難易度の調整
　4人のPCからなるパーティの場合、この遭遇からオークの蛮
族を3体減らした上、ゴーレムの現在hpを160に減らすこと。6
人のPCからなるパーティの場合、オークの蛮族を5体追加する
こと。これらのオークは第4ラウンドの終了時に増援として塔の
外から登場する。
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塔オークの蛮族（O）7体	 レベル 4　雑魚　暴れ役

中型・自然・人型
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
AC16；頑健16、反応14、意志12	 〈知覚〉＋1
移動速度：6	 夜目
標準アクション
m ハンドアックス（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：8ダメージ、突撃時には12ダメージ。

r ハンドアックス（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：6ダメージ。

トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ

トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。

【筋】16（＋5）	 【敏】13（＋3）	 【判】9（＋1）
【耐】13（＋3）	 【知】8（＋1）	 【魅】8（＋1）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、ハンドアックス×4

戦術
　ゴーレムとオークたちは敵同士であるため、PCたちはこれらの
モンスターを敵として数えることも味方として数えることもできる。
たとえば、敵のみを目標とするパワーを使用したPCは、そのパワー
の作用をオークには及ぼさないことを選べる。また、オークとPC
がゴーレムを挟めば挟撃が成立し、ゴーレムとPCがオークを挟ん
だ場合も挟撃が成立する。
　このゴーレムはまともに制御されていないため、攻撃対象をラン
ダムに選択する。ゴーレムのターンの開始時に、その間合い内に他
のクリーチャーがいない場合、ゴーレムは最も近いクリーチャーの
方に移動して攻撃を行なう。ゴーレムがこのような法則に基づいて
動いていることをプレイヤーたちにはっきりと分からせ、プレイ
ヤーが望むならゴーレムの動き方を逆手にとって戦闘を有利に運べ
るようにしてあげること。
　ゴーレムがゴーレム・ランページを使用するのは、3体以上の敵
をいっぺんに叩き潰せそうな時に限る。自己防衛本能だけは残って
いるため、ダメージを受けるような場所（たとえば燃える油や酸な
ど；『このエリアの特徴』参照）に自分の意思で入ったり留まったり
することはない。その場に留まってダメージを受けるか、移動する
ことによってダメージを受けるかの2択を迫られた場合は、可能な
限り多くのダメージ源から遠ざかるように移動する。
　塔の中に敵がいなくなると、ゴーレムは扉から外に出て、塔の外
にいるあらゆるクリーチャーを攻撃し始める。この人造クリー
チャーが3ラウンド続けていかなる攻撃も行なえなかった場合、ゴー
レムはふらふらと森の方に向かい、樹木を殴り倒したり茂みを引き
ちぎったりしながら森の奥に入っていって、2度と姿を現さない。
　オークのターンの開始時にゴーレムに隣接していたなら、その
オークはゴーレムを攻撃する（オークがゴーレムを攻撃する際には、
オークのぶんの攻撃ロールはプレイヤーに振らせてあげるのも良い
だろう）。それ以外の場合、オークは最も近いPCに詰め寄って攻撃
をしかける。

このエリアの特徴
　明るさ：日が沈みかけているため、塔の外は “薄暗い”。塔の中は
複数のオイル・ランプからの“明るい”光に照らされている。
　家具：入り口の扉近くの、机が置かれた2つのマス以外、家具が
置かれたすべてのマスは踏み潰された家具の残骸に覆われており、
移動困難な地形とみなされる。
　ランプ：塔の屋内の壁からは4つのランプが吊るされている。そ
のうち1つは入り口の扉と小屋に通じる扉の間にあり、残りは等間
隔で壁沿いに並んでいる。ランプに隣接しているPCは1回の標準
アクションとしてランプを投擲し、5マス以内の床に叩き付けるこ
とで、1つのマスを燃える油で覆うことができる。
　燃える油のマスに入るか、このマスで自分のターンを開始したク
リーチャーは5［火］ダメージを受ける。1体のクリーチャーが1ター
ンに2回以上このダメージを受けることはない。毎ラウンドの終了
時、火の付いたマス1つごとに1d20をロールすること。1〜10が
出たなら、そのマスの火は消え、そのマスの火の効果はすべて終了
する。11〜15が出たなら、火は同じマスで燃え続ける。16〜20
が出たなら、火は同じマスで燃え続ける上に、隣接する1つのマス
に燃え広がる。
　机：塔の入り口の最も近い机の上には、酸の入ったフラスコが3
つ並んでおり、どれも台に固定されている。この机に隣接している
PCは、1回のマイナー・アクションとして1つのフラスコを取り外
し、1回の標準アクションとして5マス以内の床に叩き付けること
ができる。その1つのマスは酸の蒸気に覆われ、“軽度な隠蔽”になる。
酸のマスに入るか、このマスで自分のターンを開始したクリー
チャーは5［酸］ダメージを受ける。1体のクリーチャーが1ターン
に2回以上このダメージを受けることはない。毎ラウンドの終了時、
酸のマス 1 つごとに 1d20 をロールすること。1 〜 10 が出たなら、
そのマスの酸は効力を失い、そのマスの酸の効果はすべて終了する。
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　杖が奪われたことを知ると、イマーニはPCたちを何とか説得し
て可能な限り早くあのアーティファクトを奪い返そうとする。以下
の記述を参考に会話シーンを演出すること。
　なぜドリンドルは閉じ込められていたのだ？　「わしはメイラと
ドリンドルに、小屋の中に逃げ込むよう言ったのじゃ。それからわ
しはこの塔を守るようゴーレムに命じた。それが済んだらわしもメ
イラやドリンドルの方に向かうつもりだったのじゃが、安全な場所
にたどり着く前にオークの頭目にやられてしまったというわけ
じゃ」
　ダイアモンド・スタッフとは何だ？　「ダイアモンド・スタッ
フ・オヴ・ホミルラはエルフのアーティファクトであり、ウヴァイ
レンの隠し宝物庫を開く鍵だ。わしはあの杖に厳重な護りの魔法を
かけておいたから、よほど腕利きの魔法使いでなければあの杖を盗
むことはできぬはずだった」
　オークたちは他にも何か奪っていったのか？　この質問にはドリ
ンドルが応える。「奴らは棚や机の上を手当たりしだいに漁ってい
ました。ただし、奴らの頭目は杖を見てすぐ、その正体に気づいた
ようでした。別のオークがワンドのようなもので杖に触れると、護
りの魔法は破れてしまいました。そのオークが杖をつかんだ後、ほ
ぼすべてのオークたちは一目散に逃げて行きました」
　その杖を欲しがりそうな相手に心当たりはあるか？　「あの杖は
値段のつけようもないほど価値の高いものだ。エルフの知識や秘術
魔法の神秘に関心のある者なら誰でも、ウヴァイレンの大図書館群
に入れるものなら入ってみたいと思うだろう。略奪しか能の無い
オークごときが、なぜ此

こ た び

度のように杖を奪うことができたのか、見
当もつかん。何がしかのさらに邪悪な勢力がこの土地で暗躍しとる
のだろう。何としてもオークどもを見つけ出し、杖を取り戻さねば
ならん」
　逃げたオークたちはどこに向かっていた？　ドリンドルが答える。

「小屋の窓から見ていた限りでは、北の森の中に入って行ったよう
です。まだそれほど遠くには行っていないかと」
　メイラ：家政婦のメイラは60がらみの貫禄のあるハーフリング
女性で、ハップ村の隅の農場に夫、子供たち、子供たちの家族と一
緒に住んでいる。メイラは週に数枚の銀貨と引き換えに、塔を小奇
麗に保つ仕事を引き受けている。彼女はイマーニの研究や計画には
ついてはほとんど知らないが、イマーニとドリンドルが嘘をついて
いないことは保証する。

技能チャレンジ：牙拳族を追え
　オークたちとパーティの距離はまだわずかしか開いていない。
オークの足跡を追っていけば、PCたちは牙拳族の巣穴までたどり
ついて杖を取り返せる可能性がある。

　英雄たちが追跡行を開始したなら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　日が暮れて雨も降り始めたせいで視界はかなり悪いですが、ぬか
るんだ地面には足跡がくっきりと残っています。塔周辺の足跡は北
に向かっており、オークたちが死体らしきものを引きずっていった
痕跡があります。森に入った直後、地面に本が1冊落ちていて、割
れた酒瓶が散らばっています。その数歩先にあばら骨をまとめてへ
し折られたオークの死体が1つ転がっています。ここから先は地面
が岩がちで、足跡は残っていません。

報酬
　各PCはオークとゴーレムを倒したことおよびイマーニその他の
人々とのやり取りによって、1人あたり650XPを受け取る。
　財宝：オークたちは合計で、PC1人あたり30gpに相当する貨幣
を持っている。セッション1のオークたちが持っていた貨幣と同じ
く、この貨幣も新しいものであり、一方の面には城と稲妻が、もう
一方の面には髑髏が刻印されている。PCたちがまだ、これがゼン
タリムの印であると気づいていない場合、イマーニがこの重要な事
実を指摘する。
　ドラゴンの牙がついた兜をかぶっていたオークはフラズクといい、
牙拳族の戦闘酋長だった男である。彼はPC1人あたり1つのガーネッ
ト（各50gp相当）と、使う暇の無かったポーション・オヴ・ヒーリ
ング1本を持っている。

結末
　この遭遇はPCたちがすべてのモンスターを倒した時点で終了と
なる。また、PCたちが塔から逃げ出した場合も、この遭遇は終了
する。後者の場合、ゴーレムは数ラウンドでオークを全滅させた後、
暴れながら森の中に消えていく。
　PCたちが塔内部を調べ始めたなら、『後始末』に進め。

後始末
　PCたちが戦闘を終えた時、イマーニは気絶状態であり、ドリン
ドルおよび家政婦のメイラは塔の倉庫に閉じ込められている。PC
たちが遭遇の開始時の集団〈知覚〉判定に成功していた場合、以下の
読み上げ文を適切に修正すること。

　最後の敵が倒れた時点で以下の文章を読み上げること：
　北側の分厚い扉の向こう側から、ドタバタという大きな音が聞こ
えてきます。イマーニの元で書記として働いているドリンドルが、
扉の地面から4フィート（約120cm）の位置に開いている小さな鉄格
子の窓からこちらを覗きこんでいます。「助けてくれ！　あのオーク
どもはイマーニ様を殴り倒して、ダイアモンド・スタッフを奪って
いきやがった！　どうにかできるのはあんたたちしかいないんだ！」
　次にハーフリングのおばあさんがドリンドルを押しのけてよっこ
らしょと体を持ち上げ、鉄格子から顔をのぞかせます。「ついでに
あたしらをここから出しとくれ！　閉じ込められちまっただよ」

　イマーニが致命傷を負った時、オークたちは賢者にとどめを刺さ
ず、気絶したまま放っておくことにした。彼らは後でイマーニを尋
問し、塔に隠された宝について聞きだすつもりだったのだ。回復魔
法を使うか、難易度14の〈治療〉判定に成功すれば、イマーニは意
識を取り戻す。PCたちがすぐに彼を助けようとしなかったり、「何
をするにもまずは小休憩を取ってからだ」と考えた場合は、賢者は5
分後に目を覚ます。

　イマーニが意識を取り戻した時点で、以下の文章を読み上げるこ
と：
　賢者はうめき声をあげて身じろぎし、もごもごと不満をこぼしま
す。「あ痛たた、頭が。いったい何が起きたんだ？　わしは確か、
旅行に必要な物資をリストアップしていて、そこにオークどもが突
然扉を蹴破って飛び込んできおった！　ドリンドルとメイラは無事
か？　っと待て……あの杖はどこだ！？」
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窟　本（コアミアの名家権門の紋章の歴史を扱うもの）および酒瓶は、

賢者の塔から強奪されたものである。オークたちはゴーレムにやら
れた仲間を引きずってきたが、ここで仲間が息絶えたので死骸は置
き捨ててゆくことにした。
　この時点から、牙拳族の巣穴までの追跡行は1つの技能チャレン
ジとなる。
　レベル：4。
　複雑度：2（3回失敗する前に6回の成功が必要）。
　主要技能：〈隠密〉、〈持久力〉、〈自然〉、〈知覚〉、〈魔法学〉。この
技能チャレンジにおいて、〈持久力〉と〈隠密〉の判定は最低でも1回
ずつ行なわねばならない。
　〈隠密〉（難易度14；集団判定）：冒険者たちは目標からのいらぬ
警戒を招かぬために、なるべく音を立てまいとする。
　〈持久力〉（難易度10；集団判定）：撤退中のオークに追いつくた
めには、パーティ全員が早いペースで移動し続けなければならない。
　〈自然〉（難易度14）：オークたちが森の中を突き進んで行った際
に、押しのけられたり引きちぎられたりした植生の痕跡を発見する。
　〈知覚〉（難易度10）：岩がちな地面や下生えに残されたわずかな
足跡や血痕に気づく。
　〈魔法学〉（難易度21）：魔力感知によってダイモンド・スタッフ
の魔力の名残を探る。アーティファクトはすでにこの場から持ち去
られた後だが、「さっきまでこの場所にものすごい魔力があった」と
いうわずかな徴候を察知できれば、進むべき方角のヒントになるだ
ろう。
　成功：PCたちはオークどもが襲撃の疲れを癒すよりも早く、牙
拳族の巣穴を発見した。次のセッションにおいて、パーティが巣穴
を探索する際には、オーク側の警戒は緩んでいる。各プレイヤーに、
自分のPCがこの技能チャレンジに成功したことを記録させておく
こと。
　失敗：PCたちがオークの巣穴の探険を始めた時、オークたちは
すでにハップ村襲撃の疲れが癒えた後である。各プレイヤーに、自
分のPCがこの技能チャレンジに失敗したことを記録させておくこと。

エンディング
　技能チャレンジを終えたPCたちは森の中でオークのねぐらとなっ
ている洞窟を発見する。

　英雄たちがオークの追跡を終えた時点で、以下の文章を読み上げ
ること：
　ハップ村から数マイルの場所で、皆さんはイバラだらけの谷間を
発見しました。そしてその谷間の奥に、ねじくれた木の根と苔に半
ば入り口を隠された真っ暗な洞窟が口を開いていたのです。あたり
を見回せば、数多くの足跡と、打ち捨てられた白骨の山と、腐敗臭
を放つゴミの山が目に入ります。洞窟の入り口からは黒い煙が立ち
昇り、上空の霧の中に飲み込まれていきます。

　冒険者たちがまだ小休憩を取っていなかった場合、次のセッショ
ンに入る前にここで小休憩を取ることができる。

セッション3：  牙拳族の巣窟
　セッション2において、PCたちはイマーニの塔から聞こえてきた
戦闘音を調べに向かい、オークの一団が暴走したフレッシュ・ゴー
レムと戦っているところに出くわした。モンスターを片付け終わっ
た後、冒険者たちは別のオークの一団がダイアモンド・スタッフを
奪っていったことを知る。賢者イマーニはこの杖に護りの魔法をか
けていたのだが、オークどもは何らかの方法でそれを無力化したの
だった。
　冒険者たちはオークを追いかけてバトルデイルの東端の森の中に
踏み込み、荒れ果てた洞窟を発見した。今回のセッションにおいて、
PCたちは牙拳族の巣穴を探索し、このオークたちがゼンタリムに
使われていたこと、そして杖がすでにゼント（ゼンタリムの構成員
のこと）の手に渡っていることを知る。
　今回のセッションが始まった時点で、PCたちはオークの巣穴で
ある洞窟の入り口付近にいる。

　セッションを始める準備ができたなら、以下の文章を読み上げる
こと：
　オークたちがハップ村を襲ったのは、単なる掠奪が目的ではあり
ませんでした。皆さんはすでに、奴らの本当の目的がダイアモンド・
スタッフであったことを知っています。オークたちは素早く退却し
ていきましたが、皆さんは彼らの足跡を追跡し、村から北に数マイ
ルの場所にある谷間にたどり着きました。そしてその谷間の奥に、
ねじくれた木の根と苔に半ば入り口を隠された真っ暗な洞窟が口を
開いていたのです。あたりを見回せば、数多くの足跡と、打ち捨て
られた白骨の山と、腐敗臭を放つゴミの山が目に入ります。洞窟の
入り口からは黒い煙が立ち昇り、上空の霧の中に飲み込まれていき
ます。

　PCたちにはいくつかの選択肢がある。
　洞窟に突入する：冒険者たちが即座に中に入ろうとするなら、『洞
窟探険』に進め。
　待つ、または観察する：現在時刻は日が沈んで1時間ほど経った
ところだ。ゼンタリムの手先は今晩この洞窟に泊まり、明日の朝出
立する予定でいる。PCたちが洞窟の外で待ち構えていれば、日の
出の直後に洞窟から出てきたゼントたちを不意討ちできるかもしれ
ない。
　いずれかのPCが数分かけて洞窟を観察したなら、そのPCに難易
度10の〈知覚〉判定を行なわせること。この判定に成功したPCは、
洞窟の入り口の間につながれている馬のかすかな蹄の音といななき
を聞きつける。
　足跡を調べる：足跡を調べたPCが難易度14の〈知覚〉判定に成功
したなら、ここ数日の間に、ブーツを履いた中型サイズの人型クリー
チャーが10体以上出入りしていることが分かる。さらに、人型ク
リーチャーの足跡と混じって、蹄鉄を打った馬の足跡も複数見つか
る。
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洞窟探険
　この洞窟はかりそめの巣穴である。10日前、ゼントは「ハップ村
の近くで隠れ場所を見つけ、別命あるまで待機せよ」と命じて牙拳
族をこの地に送り込んだ。この洞窟はオークの巣穴としては充分な
ものであり、太陽から隠れるにもぴったりだった。そしてオークた
ちは数日間、この洞窟の周辺で狩猟と採集を行なっていた。洞窟周
辺の足跡や、白骨およびゴミの山はこれが原因である。
　戦術マップに書かれているのは、この洞窟の一番奥の部屋である
“流れ石の間” だけだ。PCたちは以下の順番で洞窟内の他のエリアを
探険した後、戦術的遭遇に向かうことになる。

入り口の間
　洞窟の入り口をくぐった先は、床は土で不規則な形状の大きな空
洞が広がっています。壁沿いにはいくつもの袋や樽が無造作に積み
上げられており、そのほとんどには黒い塔と稲妻というゼンタリム
の印がついているのが見えます。洞窟の奥に通じる道は2本あって、
一方のトンネルは真っ暗ですが、もう一方の先からは薄暗い炎の光
が漏れています。
　乗馬用の馬が3頭、壁沿いにつながれています。鞍や手綱なども
その近くに置かれています。

　洞窟の入り口から入ってすぐの大広間は、牙拳族およびゼントた
ちが倉庫兼厩舎として使っている。昼間の間は、外から差し込む太
陽光が“薄暗い”照明を提供している。
　馬：これの馬はごく普通の乗騎である。このエリアを調べたPC
は「かつてはもっと多くの馬がこの場所につながれていたが、今は
連れ去られた後だ」ということを知る。フォーデルと彼女の護衛2
人は、すでにダイアモンド・スタッフを持ってここを離れた後だ。
　袋と樽：これらの容器には、塩漬け豚、オート麦、エールなどさ
まざまな物資が入っている。

キノコのトンネル
　この細い通路には、かび臭いにおいが充満しています。青白く、
形はホコリタケに似て、柄の長さだけで膝に届くほど巨大な茸が、
岩がちな床のあちこちに密生しています。トンネルの入り口から

20フィート（約6m）ほど進んだ先、茸の間を折れ曲がって進む通路
の途中に、1人のオークの死体がうつ伏せに倒れています。

　このトンネルには無害な茸に混じってホロビケムリダケが生えて
いるため、きわめて危険だ。オークたちは初めてこの洞窟を探険し
た際にこの危険な茸を見つけ、それ以来このトンネルには立ち入ろ
うとしない。トンネル内の通路を進んでいったPCはオークの死体
に隣接した時点でホロビケムリダケを作動させてしまう。この死体
は菌類の新鮮な苗床となっており、菌糸に覆われて輪郭もよく見え
ない。
　財宝：牙拳族がこの洞窟に入り込んだ際、このオークは隠されて
いた魔法のアイテムを1つ発見した。そのアイテムはこのオークの
死体の下に隠れており、死体を調べたPCはそのアイテムを手に入
れることができる（P.2の『宝物表』参照）。

オークのねぐら
　大きく広がった洞窟のあちこちに毛皮を積み上げた粗雑な寝床が
見えます。ろくに処理されていない獣皮から鼻の曲がるような悪臭
が立ち込めています。洞窟の中央には大きな穴があって、炭が赤々
と燃えています。カバン、ぼろぼろのマントや胴着、壊れた鎧や武
器などがそこらじゅうに散らばっています。

　入り口の間から伸びていた2本目のトンネルはこの大部屋に通じ
ている。トンネルを薄暗く照らしていたのも、この穴の中でくすぶっ
ている炭の炎による明かりだ。
　この広間は牙拳族が暮らす大部屋として使われている。洞窟内に
いる数少ないオークたちはハップ村への襲撃から生還した者たちだ
が、今は一番奥の部屋でゼンタリムと一緒にいる。他のオークたち
はすでにこの洞窟を立ち去り、数マイル離れた部族本来の巣穴に
戻っている。

流れ石の間
　この乾いた洞窟には、流れ石すなわち水の流れるような形に固
まった石灰岩が何層も重なった、美しくも奇怪な光景が広がってい
ます。波打つ石壁に並んだ松明の光が照らし出すのは、乱雑な毛皮
の寝床と、それよりもう少しマシなキャンプが設営中の様子です。
そして、奥の方から共通語で罵りあう声が聞こえてきます。

　ゼントたちがこの広間を使わせろと要求したので、オークたちは
最近ここを引き払った。このエリアの詳細は戦闘遭遇の戦術マップ
に描かれている。
　ハップ村を襲撃した牙拳族がこの洞窟から速やかに立ち去ったこ
とを確認するため、ゼンタリムの手先が3人ほどここに残っている。
彼らは現在、最後に残った牙拳族のオークたちと報酬について交渉
している最中である。
　パーティが難易度14の集団〈隠密〉判定に成功すれば、敵に忍び
寄って不意を討つことができる。また、前回のセッションで技能チャ
レンジに成功していた場合、オークたちは休憩を取る暇がなかった
ため、周囲を警戒する余裕がない。このため、PCたちは集団〈隠密〉
判定に＋4ボーナスを得る。
　『黒幕』の遭遇に進め。

ホロビケムリダケ レベル 4　精鋭　危険要因 
地形
感知：〈自然〉または〈地下探険〉難易度21	 イニシアチブ――
hp：100
AC14、；頑健14、反応14、意志――
完全耐性：［精神］、［毒］、強制移動、すべての状態；
　脆弱性：遠隔範囲攻撃および近接範囲攻撃に対する脆弱性10
標準アクション
C 攻撃（［区域］、［毒］）◆遭遇毎

トリガー：クリーチャーがホロビケムリダケに触れるか、ホロビケムリダケのマス
に入る。

攻撃：近接範囲・爆発2（爆発内のクリーチャーすべて）；＋7対“頑健”
ヒット：2d6の［毒］ダメージおよび継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。
効果：爆発の範囲内に、この遭遇の終了時までまたは5分が経過するまで持
続する“軽度の隠蔽”の区域が作り出される。この区域に入るか、区域内で自
分のターンを開始したクリーチャーは上記の攻撃を受ける。この攻撃によって
1体のクリーチャーが1ターンに2回以上ダメージを受けることはない。

対抗手段
◆避ける：〈軽業〉または〈地下探険〉難易度21。必要条件：この危険要因を
作動させたアクションを行なっていたPCのみがこの判定を行なえる。成功：
この危険要因の攻撃はトリガーされない。
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遭遇レベル6

セットアップ
オークの略奪兵（O） 3体
ゼントの兵士（S） 2体
ゼントの戦闘魔道士（M） 1体

　PCたちはこの遭遇エリアに近づく際、敵たちの話し声を聞き取
れる可能性が高い。そしてうまくすれば、敵の不意を討つことも可
能だ。

　英雄たちがこの広間の入り口にたどりついた時点で、以下の文章
を読み上げること：
　先ほどから聞こえていた言い争うような声は、3 人のオークと 3
人のヒューマンのものでした。オークたちは身軽な鎧を着て、ジャ
ヴェリンとバトルアックスを携えています。ヒューマンのうち2人
は暗い色のスケイル・アーマーの上に黒いマントを羽織っており、
残る1人はフード付きの黒っぽいローブをまとっています。オーク
たちが興奮した様子なのに対して、ヒューマンたちは落ち着いた様
子です。
　「あのジジイの塔を攻めるのは簡単だって言ったのはテメエらだ
ろうが！」1人目のオークがうなり声を上げます。「ところが実際は、
戦闘酋長のフラズクが殺

や

られちまった！　お前らの魔女がお宝を手
に入れるために、俺らの仲間が何人も死んだんだぞ！　払うモン
払ってもらおうか！」
　ローブを着たヒューマンの答えは「あー、しかしだね、我々と取
引したのはそのフラズク殿だったわけだ。約束の報酬はすべて支払
い済みである以上、もはや我々は君たちに対して何の借りもない。
我々の支払額がお気に召さないなら、他の雇い主を探してもらって
もかまわんのだよ？」

　兵士らしき別のヒューマンが、3人のオークの中で一番大柄な者
に向かって言います。「フラズク殿が死んだ今、今後のことについ
て話し合うべき相手は君のようだ。君がフラズク殿と同じ条件で次
の仕事を引き受けてくれれば有難いんだが」
　話しかけられたオークは顔をしかめ、しばらく考え込んでから
ゆっくりと口を開きます。「今の酋長はコルズクだ。おいヒューマン、
俺のことはコルズク酋長殿と呼べ！」

ゼントの戦闘魔道士	 レベル 6　砲撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：56；重傷値：28	 イニシアチブ：＋4
AC20；頑健18、反応19、意志18	 〈知覚〉＋3
移動速度：6
特徴
ゼント・ファランクス／ゼント方陣
この魔道士が味方に隣接している間、敵はこの魔道士を挟撃することによって
戦術的優位を得ることができない。

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）；＋11対AC
ヒット：3d4＋4ダメージ。

r マジック・ミサイル／魔法の矢（［装具］、［力場］）◆無限回
効果：遠隔・20（クリーチャー1体）；10［力場］ダメージ。

A ブラック・ヴェイパーズ／黒い蒸気（［装具］、［毒］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔範囲・爆発2・10マス以内（爆発内のクリーチャーすべて）；＋
11対“頑健”

ヒット：1d6＋7の［毒］ダメージ。目標は継続的［毒］ダメージ5を受け、攻撃ロ
ールに－2ペナルティを受ける（セーヴ・両方とも終了）。

C ゼント・フラッシュ／ゼントの閃光（［光輝］、［装具］）◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・爆発2（爆発内のクリーチャーすべて）；＋9対“反応”
ヒット：1d6＋7の［光輝］ダメージ。目標はこの魔道士の次のターンの終了時
まで盲目状態になる。

【筋】	10（＋3）	 【敏】	12（＋4）	 【判】	11（＋3）
【耐】	14（＋5）	 【知】	19（＋7）	 【魅】	14（＋5）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ローブ、ダガー、ワンド

オークの略奪兵（O）3体	 レベル 5　遊撃役
中型・自然・人型
hp：63；重傷値：31	 イニシアチブ：＋7
AC19；頑健18、反応18、意志16	 〈知覚〉＋3
移動速度：6（突撃時は8）	 夜目
特徴
チャージング・モビリティ／機動突撃
突撃の間、このオークはすべての防御値に＋4ボーナスを得る。

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）；＋10対AC
ヒット：1d10＋8ダメージ。
効果：攻撃の後、このオークは1マスシフトできる。

R ジャヴェリン（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ、このオークは目標を1マス押しやることができる。

トリガー型のアクション
M ブラッドクレイズド・チャージ／血に飢えた突撃◆遭遇毎

トリガー：このオークが敵にヒットを与えた。
効果（フリー・アクション）：このオークは任意の敵1体に突撃する。

サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ
トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。

【筋】	18（＋6）	 【敏】	17（＋5）	 【判】	13（＋3）
【耐】	15（＋4）	 【知】	8（＋1）	 【魅】	8（＋1）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、バトルアックス、ジャヴェリン4本

ゼントの兵士（S）2体	 レベル 5　兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：63；重傷値：31	 イニシアチブ：＋6
AC21；頑健18、反応17、意志16	 〈知覚〉＋2
移動速度：5
特徴
ゼント・ファランクス／ゼント方陣
この兵士が味方に隣接している間、敵はこの兵士を挟撃することによって戦術
的優位を得ることができない。

標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ。目標はこの兵士の次のターンの終了時まで減速状
態になる。

r クロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ。

トリガー型のアクション
M シールド・バッシュ／突き倒す盾（［武器］）◆無限回

トリガー：減速状態の敵が、自分の意思でこの兵士に隣接するマスを離れた。
攻撃（即応・割込）：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ、目標は伏せ状態になる。

【筋】	18（＋6）	 【敏】	15（＋4）	 【判】	11（＋2）
【耐】	15（＋4）	 【知】	10（＋2）	 【魅】	12（＋3）
属性：悪	 言語：共通語
装備：スケイル・アーマー、ヘヴィ・シールド、ロングソード、クロスボウ、ボルト20
本
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　PCたちが集団〈隠密〉判定に失敗していた場合、この時点で敵の1
人がパーティの接近に気づき、戦闘が始まる。そうでない場合、PC
たちは不意討ちを行なうことができる。

戦術
　オークたちが果敢に突撃を行なう一方、ゼントたちは後方に留
まって遠隔攻撃に徹しようとする。ゼントの兵士は敵に接近されな
い限り接近戦に移行しようとはしない。戦闘魔道士は、より多くの
PCをブラック・ヴェイパーズの範囲に収めるためなら、オークを
多少巻き込んだところで気にしない。
　オークたちは死ぬまで戦うが、ゼントたちは敗色濃厚になると降
伏の意思を見せる。オークが全滅し、少なくとも1体のゼントが倒
されると、生き残っているゼントたちは（降参するより前に）まず逃
げ出そうとする。そのため、戦闘魔道士はゼント・フラッシュをな
かなか使わず、逃走用に取っておこうとする。

このエリアの特徴
　明るさ：壁沿いの松明立てで燃えている複数の松明が “明るい” 光
を提供している。
　火穴：野営の焚き火が2つ、炭が赤く燻っている穴が1つ。野営
の焚き火のマスまたは炭が燃えている穴のマスに入るか、それらの
マスで自分のターンを開始したクリーチャーは、2［火］ダメージを
受ける。1体のクリーチャーが1ターンに2回以上このダメージを
受けることはない。

　毛皮のベッド：野営の焚き火の近くに、毛皮や獣皮を積み重ねた
寝床が2つ残っている。これらはオークの大群がここで寝起きして
いたころの名残であり、これらのマスは移動困難な地形である。
　岩棚：北側の岩棚は高さ10フィートである（登攀は難易度10の

〈運動〉）。
　ホコリタケ：マップの西端にある高さ1フィートほどのキノコの
群生は移動困難な地形である。クリーチャーがキノコの間を通過す
ると一斉に胞子が放出されるが、特に害はない。

膨らむ陰謀の影
　戦闘終了後にオークたちの持ち物を漁ると、特殊な魔法のア

イテムが見つかる。ダイアモンド・スタッフを守っていた護りの
魔法を破るために使われた、使用回数 1 回限りのワンドである。
このアイテムの魔力はすでに使い果たされ、もはやいかなる効果

も生むことはない。だが、難易度14の〈魔法学〉判定に成功したPC
はワンドがかつて有していた機能を理解できる。この判定で17以
上の結果が出たなら、このようなワンドを作れるのはきわめて才能
のある魔法使いだけだろうということも分かる。
　PCたちがゼンタリムの手先たちの持ち物を漁ると、革製のかば
んの中から1通の手紙が見つかる。

フォーデル殿
　再び貴女の手を借りる必要が生じた。しかるべき情報源によれば、
ダイアモンド・スタッフと呼ばれる貴重な宝物の現在の所有者は
ハップ村のイマーニなる人物であるとのこと。かの杖は破壊不能の
透明なクリスタルで造られ、丈は 6 フィート、握りは 1 インチ半、
六角柱の各面に太古のエルフのルーンを刻み込んだもの。この書状
に添えた品があれば、かの賢者が施しうるいかなる護りの魔法もた
やすく打ち破れるだろう。そうすればあの杖は簡単に手に入るはず

難易度の調整
　4人のPCからなるパーティの場合、この遭遇からゼントの兵
士を1体減らすこと。6人のPCからなるパーティの場合は、オー
クの略奪兵を1体増やすこと。
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　本章において、PCたちは廃墟となった荘園の屋敷跡でフォーデ
ルを捕まえようとする。彼女はこの場所で、ダイアモンド・スタッ
フを欲しがっていたシャドヴァーの手先に杖を渡すことになってい
た。だがここで問題が発生する。フォーデルはこのアーティファク
トを手放すつもりがなく、待ち合わせの場所に姿を現さずにミスル
デイルに向かって、ウヴァイレンの大図書館群に保存されている貴
重な知識を我がものにしようとしているのだ。

セッション4：  幽霊の土地
　第3セッションの終了時に手に入った情報を元に、冒険者たちは
バトルデイルを横断してサンダーサル屋敷と呼ばれる邸宅の廃墟に
向かう。ゼントの傭兵隊長フォーデルはこの場所で、雇い主である
センビアの魔道士バルセロにダイアモンド・スタッフを手渡す手筈
になっている――そのはずだった。

　セッションを始める準備ができたなら、以下の文章を読み上げる
こと：
　ダイアモンド・スタッフを強奪したオークたちを追いかけていた
皆さんは、オークの背後にゼントの傭兵たちがいたことを知りまし
た。皆さんがオークの巣穴を発見して襲撃した時、ゼントの傭兵隊
長はすでに杖を持って立ち去った後でした。洞窟の中で発見した手
がかりによると、放棄された荘園の邸宅跡が秘密の待ち合わせ場所
になっているとのことです。
　皆さんはハップ村を後にしてバトルデイルを縦断し、サンダーサ
ル屋敷でゼントたちを捕まえようとしています。バトルデイルはデ
イルランズの中で最も人口密度が低い土地です。民家はまばらで、
数マイル進むあいだ誰にも会わない事は珍しくありません。丘や谷
間のあちこちに放棄された農場や荘園の跡地が見えます。バトルデ
イルの人々は、歳月を経るうちに来歴の分からなくなってしまった
このような場所のことを、“幽霊の土地” と呼んでいます。運のよい
ことに、サンダーサル屋敷は地理上の目印として有名な場所であり、
皆さんは大して苦労することなく目的地にたどり着くことができま
した。
　皆さんが荘園の廃墟に到着したのは、日が沈んだ直後の時刻でし
た。西の空に茜色の光が満ち、影は長く長く伸びています。かつて
はそれなりに守りを固めた荘園屋敷だったのでしょうが、現在残っ
ているものといえば石を積んだだけの壁、厩

うまや

、そして屋根が崩れ落
ちた塔の残骸だけです。

　PCたちが少し時間をかけて遠くから屋敷を観察しようとしても、
動くものの気配は何も見つからない。バルセロとその配下たちは静
かにフォーデルを待っているからだ。PCたちが敷地内を調べ始め
ようとしたなら、『屋敷跡の探索』に進め。

屋敷跡の探索
　守りを固めた邸宅であるサンダーサル屋敷のかつての所有者はと
ある裕福なセンビアの貴族で、ここは田舎の別荘として使われてい
た。そしてその貴族の家が凋落した時、この屋敷は放棄された。以
来数十年、この屋敷は旅人の避難所として、あるいは山賊団や飢え
たモンスターの活動拠点として使われてきた。また、この邸宅は無

だ。必要とあらばあらゆる手段を講じられたし。バトルデイルの南
方、サンダーサル荘園の廃墟にて待つ。貴女への謝礼は、規定額に
加えて望み通りの追加報酬を支払う用意がある。
 ――バルセロ

捕虜の尋問
　オークまたはゼンタリムの誰かが生きたまま捕らえられた場合、
冒険者たちは捕虜を尋問することができる。オークたちが知ってい
るのは、ゼントが杖を手に入れるためにオークを雇ったということ
だけだ。ゼンタリムの手先はより多くのことを知っており、PCた
ちが命を助けてやると約束すれば喜んで口を割る。捕虜になったゼ
ントは自分がフォーデルというベテランの女傭兵隊長率いるゼンタ
リムの一団に属していることを明かす。この女は牙拳族を雇って
ハップ村を襲わせ、その混乱に乗じてダイモンド・スタッフを奪っ
たが、PCたちがこの洞窟に到着する直前に杖を持って立ち去った
のだという。このゼントたちはフォーデルがその杖を雇い主である
センビアの魔道士バルセロに渡すのだろうと信じている。

報酬
　この洞窟を探険し、オークおよびその雇い主のゼントと対決した
ことにより、各PCは1人あたり600XPを得る。
　財宝：ゼントたちの携帯用寝具の近くに、鍵のかかった小さな木
製の箱（開錠は難易度14の〈盗賊〉）がある。中にはPC1人あたり
80gpと、魔法のアイテム2つが入っている（P.2の『宝物表』参照）。

結末
　この遭遇はPCたちがすべてのオークを倒し、すべてのゼントが
逃げるか降参するか打ち負かされるかした時点で終了する。PCた
ちがオークおよびゼントに勝利できなかった場合、この傭兵たちは
杖を追っている冒険者が他にも現れるのではないかと危惧し、洞窟
を放棄して逃げ去る。この場合もPCたちはフォーデルへの手紙を
発見でき、次のセッションにつながる重要な手がかりを手に入れる
ことになる。

エンディング
　ダイモンド・スタッフは持ち去られた後だったが、PCたちはゼ
ントがあのアーティファクトをどこに運ぼうとしているのかを知っ
た。

　PCたちがすべきことを終えたなら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　洞窟の中に繋がれていた馬たち、謎めいた手紙、そしてヒューマ
ンの傭兵たち。これらすべては、ダイモンド・スタッフ強奪事件の
背後に大掛かりな陰謀が潜んでいることを示しています。ゼントの
傭兵隊長フォーデルは、自分の仕事や移動先が皆さんに知られてい
るとは気づいていないはずです。

　この章が終了した時点で、冒険者たちは5レベルにレベルアップ
する。また、PCたちは次のセッションに入る前に大休憩を取るこ
とができる。
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数の陰謀の舞台にもなってきた場所であり、田舎に屋敷をかまえる
という見栄に釣られた輩が何も知らずに購入しては売却するという
ことが繰り返されてきた。
　この屋敷の中でかろうじて形が残っている2つの場所、井戸のあ
る中庭と馬車置き場だけが、戦術マップに描かれている。PCたち
は以下の順番で邸宅内の他のエリアを探険した後、戦術的遭遇に向
かうことになる。

焼け落ちた広間
　かつては壮麗な荘園風の邸宅であったこの建物は、だいぶ前に焼
け落ちて廃墟と化しています。屋根および1階より上の部分は完全
に崩壊していて、広間の床に黒焦げの梁

はり

とひび割れた石材が散ら
ばっています。雑草と瓦礫の山の間をぐねぐねと進む道らしきもの
が見えます。

　サンダーサル屋敷は3階建ての建物だったが、メインホールおよ
びその上の階層は炎に焼き尽くされて久しく、屋根も崩落して床面
を瓦礫で覆い尽くしている。ただし、丈夫な壁だけは今も30フィー
トの高さまで残っており、かつての屋敷の概観が分かるようになっ
ている。
　難易度15の〈自然〉判定を行なって広間に残る道を調べると、か
すかなブーツの足跡が見つかる。これによって、過去1〜2日以内
に数人の集団がここを通ったこと、そのうち2体は足を引きずるよ
うなのろのろとした歩き方だったことが分かる。

台所
　屋敷の後側は、前側の広間に比べればまだましな状態です。大き
なかまどがいくつも並んでいることから考えて、ここは台所だった
のでしょう。開きっぱなしになった戸口が2つあって、一方を出た
先は井戸のある裏庭になっており、もう一方は焼け落ちた広間に戻
る道です。

　屋敷のこの部分はまだ建物としての形が残っているが、屋根は今
にも崩れそうだ。扉と窓はとうの昔に失われている。

崩れた塔
　屋敷の一方の端は、屋上に胸壁が並んだ見張り塔とつながってい
ます。塔の中には木製の階段がまだ残っていますが、床に積み重なっ
た瓦礫の量から考えると、1階より上の部分はほとんど崩落してし
まっているようです。しかも、塔全体が一方向に傾いています。

　この塔はかつて、図書室およびサンダーサルの主の私室として使
われていた。
　難易度15の〈地下探険〉判定に成功すると、この塔を探険するの
は安全だと確信できる。塔の中を調べたPCが難易度10の〈知覚〉判
定に成功したなら、埋もれかかった鉄製の金庫を見つける。中に入っ
ているのは、20gp 相当の銀のネックレスが PC1 人につき 1 つと、
魔法のアイテムが1つである（P.2の『宝物表』参照）。

井戸のある中庭
　この中庭は屋敷の両翼に挟まれるかたちになっていて、ひび割れ
た敷石の間から雑草が伸び放題に生えています。中庭の中央には小
さな石造りの井戸があります。

　馬車置き場の南側に位置するこのエリアは戦術マップにも描かれ
ている。冒険者たちがこのエリアを探険する際にあまり注意深く振
舞っていなかった場合、馬車置き場に隠れているシャドヴァーの手
先たちに気づかれる可能性がある。PCたちは難易度19の集団〈隠密〉
判定に成功しない限り、気づかれずに近寄ることができない。

馬車置き場
　母屋から井戸のある中庭を挟んで反対側に、馬小屋とそれに付属
した馬車置き場があります。この馬小屋は母屋よりもかなりマシな
状態に見えます。扉や窓はずっと昔になくなってしまったようです
が、屋根はまだ残っています。この建物の外には灰や燃えかけの薪
が散らばっており、この場所が時おり野営に使われていることをう
かがわせます。

　この古い馬小屋は屋敷の中で最も原型を保っており、戦術マップ
にも描かれている。
　現時点では、バルセロおよびその味方のシャドヴァーたちは馬車
置き場の中に隠れてフォーデルを待っている。

　英雄たちが中を覗きこんだ時点で、以下の文章を読み上げるこ
と：
　かすかに漏れるランタンの光。押し殺した話し声。馬車置き場の
中に誰かがいます。床には荷物や携帯用寝具が並んでおり、古い木
製の机の上に置かれたランタンのシャッターの隙間からわずかに光
が漏れています。
　何人かの人影が見えます。そのうち1人は豪華な刺繍の施された
センビア風のベストを着た、威厳のあるヒューマンの中年男性です。
斧を持ちスケイル・アーマーを着込んだゾンビが2体、直立不動で
立っています。部屋の奥には青白い肌をタトゥーとピアスで埋め尽
くした痩せぎすの戦士が2人いて、どちらもぴっちりした革鎧を身
につけ、スパイクト・チェインを体に巻きつけています。センビア
人らしき男はイライラした様子であちらの窓を覗いたりこちらの窓
を覗いたりしています。

　〈魔法学〉難易度15：刺青の戦士たちはシャダーカイ――シャド
ウフェル出身の危険な人型生物だ。この判定で22以上の結果を出
したPCは、シャダーカイが瞬間移動を行なったり非物質的になっ
たりする能力を備えていることも知っている。シャダーカイはネザ
リルの統治者にしてセンビアをも支配する戦士兼魔道士であるとこ
ろのシャドヴァーに仕えている。
　〈宗教〉難易度15：このアンデッドの正体はドレッド・ウォリ
アー――単なるゾンビよりも遥かに危険な相手だ。この判定で22
以上の結果を出したPCは、ドレッド・ウォリアーが生前の戦闘能
力を持ち続けていることと、主に仕え主を守るための特殊な能力を
備えていることも知っている。

　英雄たちが前述の集団〈隠密〉判定に失敗していた場合、以下の文
章を読み上げること：
　センビア人の男性は皆さんの接近に気づき、困惑した様子で話し
かけてきます。「おや、フォーデルかと思ったが違うのか。君たち
は何者で、ここで何をしているのかね？」
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地　PCたちがバルセロ一行の不意を討ったにせよ、気づかれたにせよ、
PCたちには歩み寄って話し合うという選択肢がある。『神経の磨り
減る交渉』を見よ。
　戦闘になった場合は、『バルセロの怒り』の遭遇に進め。

神経の磨り減る交渉
　PCたちが露骨に敵対的な行動を起こさない限り、バルセロの方
から攻撃を仕掛ける理由はない。

　英雄たちがバルセロと話し合おうとするなら、以下の文章を読み
上げること：
　このセンビア人は皆さんを警戒してはいるようですが、礼儀正し
く話し始めます。「まず順番に自己紹介といこうか。私の名はバル
セロ、センビアでそれなりの地位にある者だ。他は私の護衛でね。
最近はいろいろと物騒だから、私のような立場の人間が旅をする際
には色々と用心せざるを得ないのだよ。私はここで親愛なる友人と
待ち合わせをしていたのだが、どうも彼女は遅れているようだ。さ
て、君たちがサンダーサル屋敷を訪れた理由を聞かせてもらっても
かまわないかな？」

　バルセロは友好的な態度を装いつつ、PCたちがフォーデルを探
しているのかどうか――そしてダイアモンド・スタッフのことを
知っているのか、知っているならあの杖を探しているのかどうかを
探ろうとする。PCたちがすでに杖やウヴァイレンの大図書館群の
ことを知っているという明確な証拠がない限り、バルセロは決して
それらを話題に出そうとはしない。さらに、彼はPCたちに利用価
値があるかどうかを見定めようとしている。
　PCたちの質問に対するバルセロの返答を考える際には、以下の
記述を参考にすること。
　あなたとゼントの関係は？　「ゼントは必ず任務を達成する、信
頼の置ける傭兵だというのがもっぱらの評判だ。そしてデイルラン
ズには常にゼントがいる。私は何度かゼントを雇ったことがあるが、
彼らはいつも満足のいく働きをしてくれた」
　フォーデルとは誰だ？　「フォーデル女史はゼンタリムの傭兵隊
長の 1 人だ。私の必要なとある品を探すため、私は彼女を雇った。
ひょっとして彼女に会ったことがあるのかね？　フォーデルは昨晩
ここに着く予定だったんだが、ずいぶんと遅れているようだ。ある
いは契約を破って、私が依頼した品を自分のものにするつもりなの
かもしれない。ところで、君たちはなぜ彼女のことを知りたがって
いるんだ？」
　あなたがダイアモンド・スタッフを欲しがる理由は？　「ほほう、
君たちはただの傭兵と違ってずいぶん物知りのようだ。となれば、
あの杖がかなり高価なアーティファクトであることも知っているだ
ろう。だが私にとって本当に大事なのは、ダイアモンド・スタッフ・
オヴ・ホミルラがもたらすであろう知識のほうだ。君たちが私より
も先にあの杖を手に入れるようなことがあったなら、杖と引き換え
に相当な金額を支払ってもかまわない。さて、君たちがなぜあのアー
ティファクトに興味を持ったのか、聞いてもかまわんかね？
　ゼントがオークどもを雇ってハップ村を襲わせたことを知ってい
るか？　「それはいかにもありそうな話だ。私はフォーデル隊長の
やり方に口を挟むつもりはないし、依頼した仕事をどういう方法で
実行するかは彼女に任せている。彼女の選んだ手段が、あー、いさ

さかやり過ぎだったとしたら、実に困った話だ。だがそれは彼女が
したことであって、私ではない。何が起きたのか、具体的に聞かせ
てもらえるかな？」
　イマーニがあの杖を持っていることをどうやって知ったのだ？　

「私はデイルランズで起きた重要な出来事に関しては情報収集を怠
らぬよう心がけているよ。ドラゴン・カルトの連中はドレトクロヤ
ステルの元から盗まれた財宝を取り戻そうとやっきになっているそ
うだから、私が雇った連中があの賢者を襲わなくとも、遅かれ早か
れあのカルトが襲撃をかけていただろうよ」

　会話の進み方しだいで、バルセロはPCたちを攻撃しても得られ
るものは何もないと判断する可能性がある。PCたちも同様の結論
に達した場合、今回のセッションを戦闘なしに終わらせるのは簡単
だ。PCたちが以下のいずれかの “真実”をバルセロに信じ込ませるこ
とができたなら、パーティはバルセロと戦わずにこの場を立ち去る
ことができる。ただしそのためには、うまいロールプレイと適切な
技能での難易度22の判定に（1回または複数回）成功する必要がある。
◆ PCたちは倫理観の薄い傭兵であり、適切な報酬さえ貰えるなら

喜んでフォーデルを追いかけて彼女を殺害し、ダイアモンド・
スタッフをバルセロの元に持ち帰るつもりだ。

◆ PCたちはネザリルの密偵であり、必ずや杖を奪還して帝国の国
益のために用いるだろう。

◆ PCたちはフォーデルにも杖にもまったく興味がないので、この
件からは手を引くつもりだ。

　PCたちがバルセロを言いくるめて、自分たちはバルセロの味方
であるか、彼が気にする必要のない相手だと思わせることができた
なら、バルセロはPCたちがこの場を去るに任せ、戦闘は発生しない。
P.23の『次の手がかり』に進め。
　PCたちがバルセロを騙すのに失敗した場合、バルセロは部下た
ちに攻撃を命じる。『バルセロの怒り』の遭遇に進め。

バルセロの怒り
遭遇レベル7

セットアップ
バルセロ（B）
ドレッド・プロテクター（P） 3体
シャダーカイの鎖戦士（C） 2体

　この戦闘遭遇は、PCたちがバルセロを攻撃するか、冒険者たち
との会話を終えたバルセロが「こいつらを生かしておく理由はない
な」と判断した時点で開始される。

　PCたちがバルセロに襲いかかった場合、以下の文章を読み上げ
ること：
　センビア人は歯をむき出して怒りの声を上げます。「愚か者ども
が！　我々が殺しあう理由がどこにある！」彼がさっと後ろに下が
り、両手を上げると、護衛のアンデッドたちが主人を守るために動
き始めます。2人の青白い戦士たちは皆さんの方に駆け寄りながら、
自分の体に巻きつけていた鎖を緩めて振り回し始めます。
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　バルセロがPCたちに襲いかかった場合、以下の文章を読み上げ
ること：
　バルセロは重いため息をつきます。「ふむ、この話し合いは期待
していたほど実を結ばなかったようだ。フォーデルの件を片付ける
前に、障害は排除しておかねばな」彼は2人の青白い戦士たちおよ
び護衛のアンデッドたちに命令を下します。「皆殺しにしろ」

戦術
　バルセロは配下のドレッド・プロテクターたちを盾にして戦い、
ビシャドウド・マインドで遠隔攻撃役のPCを困らせ、敵に詰め寄
られた時はブラックファイアー・タッチを使う。
　シャダーカイたちは間合いの長さを活かし、近接攻撃で反撃され
ないようにしながら、ダンス・オヴ・デスで常に動き回る。ドレッ
ド・プロテクターは皆バルセロに隣接してして戦い、常に主人が自
分のオーラ内に入るように動き、強制移動で主人との距離を離され
たなら即座にプロテクターズ・コールを使用する。

　バルセロの配下たちは全員バルセロに命を捧げており、主人を守
るために死ぬまで戦う。だが、バルセロは彼らの献身に報いるつも
りはない。部下が全員倒されたなら、バルセロは逃走をはかる。脱
出が不可能なら降伏する。

ドレッド・プロテクター（P）3体	 レベル 3　兵士役
中型・自然・自律体（アンデッド）
hp：47；重傷値：23	 イニシアチブ：＋3
AC：19；頑健16、反応13、意志14	 感覚：〈知覚〉＋1
移動速度：5	 夜目
特徴
O シールド・オヴ・アンデス／盾なる不死者◆オーラ1
ドレッド・プロテクターの主は、このドレッド・プロテクターのオーラ内に居る間、
近接攻撃および遠隔攻撃からは半減ダメージを受ける。

アイ・オヴ・アンデス／眼なる不死者
ドレッド・プロテクターの主はドレッド・プロテクターの見聞きできるものをすべ
て見聞きすることができる。また、主はドレッド・プロテクターを通じて話すこと
ができる。

標準アクション
m グレートアックス（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d12＋5ダメージ、さらに目標はドレッド・プロテクターの次のターン
終了時までマークされる。

移動アクション
プロテクターズ・コール／守護者招請（［瞬間移動］）◆無限回

効果：ドレッド・プロテクターはその主に隣接するマスまで、5マスまでの瞬間
移動を行なう。

【筋】	16（＋4）	 【敏】	10（＋1）	 【判】	11（＋1）
【耐】	15（＋3）	 【知】	4（－2）	 【魅】	8（±0）
属性：無属性	 言語：共通語を理解する
装備：スケイル・アーマー、グレートアックス

シャダーカイの鎖戦士（C）2体	 レベル 6　遊撃役
中型・シャドウ・人型
hp：68；重傷値：34	 イニシアチブ：＋9
AC20；頑健18、反応19、意志17	 〈知覚〉＋5
移動速度：6	 夜目
標準アクション
m スパイクト・チェイン（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：3d4＋7ダメージ。

M ダンス・オヴ・デス／死の舞（［死霊］、［武器］）◆再チャージ 6
効果：このシャダーカイは6マスのシフトを行ない、シフト中の任意の箇所（複
数個所でもよい）で合計3回のスパイクト・チェインによる攻撃を行なう。1
体の敵を2回以上攻撃することはできないが、ヒットした攻撃はそれぞれ1d6
の追加［死霊］ダメージを与える。

移動アクション
シャドウ・ジョーント／飛影（［瞬間移動］）◆遭遇毎

効果：このシャダーカイは3マスの瞬間移動を行ない、次の自分のターンの開
始時まで“非物質的”になる。

技能：〈軽業〉＋14、〈隠密〉＋14
【筋】	16（＋6）	 【敏】	18（＋7）	 【判】	14（＋5）
【耐】	12（＋4）	 【知】	10（＋3）	 【魅】	11（＋3）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、スパイクト・チェイン

バルセロ	 レベル 7　精鋭　制御役（指揮）
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：152；重傷値：76	 イニシアチブ：＋6
AC21；頑健17、反応20、意志19	 〈知覚〉＋5
移動速度：6	 夜目
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
O スリップシャドウ・オーラ／滑り影のオーラ◆オーラ5
このオーラ内の味方は、シフトを行なう際に1マス多くシフトできる。
標準アクション
m ブラックファイアー・タッチ／黒き炎の手（［死霊］、［火］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対“反応”
ヒット：3d6＋5の［死霊］かつ［火］ダメージ。
効果：バルセロは目標を2マスまで横滑りさせる。

R ビシャドウド・マインド／暗がりの心（［死霊］、［精神］）◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体または2体）；＋10対“意志”
ヒット：3d6＋5の［死霊］かつ［精神］ダメージ、目標は目標自身から3マス以上
遠くを見ることができない（セーヴ・終了）。

R デス・バインド／死の呪縛（［魅了］）◆再チャージ：このパワーがミスした
時
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対“意志”
ヒット：バルセロは自分から10マス以内の味方1体を選ぶ（“精鋭”や“単独”の
味方は不可）。目標は選ばれたこの味方以外を攻撃する際、弱体化状態であ
る。この効果はこの遭遇が終了するか、選ばれた味方のhpが0になるまで持
続する。

A デス・スモーク／死の煙（［死霊］、［区域］）◆再チャージ：初めて重傷に
なった時
効果：遠隔範囲・爆発1・10マス以内。爆発の範囲内に、バルセロの次の
ターンの終了時まで持続する区域が作り出される。この区域はすべての敵に
とって移動困難な地形である。この区域に入るか、区域内で自分のターンを
終了した敵は、10［死霊］ダメージを受ける。1体の敵が1ターンに2回以上
このダメージを受けることはない。

維持・マイナー：この区域はバルセロの次のターンの終了時まで持続する。
バルセロはこの区域を4マスまで移動させることができる。

移動アクション
ジョーント／転移（［瞬間移動］）◆遭遇毎

効果：バルセロは5マスまでの瞬間移動を行なう。
トリガー型のアクション
ブラッド・ジョーント／血みどろの転移（［瞬間移動］）◆遭遇毎

トリガー：バルセロが重傷の時にダメージを受ける。
効果（即応・割込）：ジョーントが再チャージされ、バルセロは即座にジョーン
トを使用する。

技能：〈宗教〉＋12、〈魔法学〉＋12
【筋】	10（＋3）	 【敏】	16（＋6）	 【判】	15（＋5）
【耐】	12（＋4）	 【知】	19（＋7）	 【魅】	16（＋6）
属性：悪	 言語：共通語

難易度の調整
　4人のPCからなるパーティの場合、この遭遇からシャダーカイ
の鎖戦士を1体減らすこと。6人のPCからなるパーティの場合、シャ
ダーカイを1体追加すること。
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地このエリアの特徴
　明るさ：屋外は沈み行く太陽の、馬車置き場の中はシャッターを
下ろしたランタンの、“薄暗い”光に満たされている。
　枯れ木：この高さ15フィートの木は遮断地形である。
　瓦礫：崩れた石組みや瓦礫が積もっているマスは移動困難な地形
である。
　井戸：この井戸は深さ50フィートで、水面はその半分の深さに
ある。井戸の周囲は高さ3フィートの壁に囲まれているので、井戸
に落下することを防ぐためのセーヴィング・スローには＋2のボー
ナスがつく。井戸に落下しても、水がクッション代わりになるため、
落下ダメージは1d10だけである。井戸の内側を登攀して這い上が
るには難易度10の〈運動〉判定を要する。

次の手がかり
　PCたちはフォーデルの後を追うために必要な情報を手に入れて
いるだろう。ただしこの情報の入手経路は、戦闘が発生したかどう
か、発生したとして戦闘の結果がどうなったかしだいで異なってく
る。
　PCたちがバルセロを言いくるめた：パーティがバルセロの信頼
を勝ち取った場合、このセンビア人は自分の推測を話す。フォーデ
ルはミスルデイルに向かい、歌の宝物庫を見つけ出してその知識を
我が物にしようとしているのだろう。イマーニと同様、バルセロは
太古の記録や伝承から、かの宝物庫のおおまかな所在地に関する情
報を集めてきた。このセンビア人は、フォーデルが待ち合わせ場所
に現れなかったことから、「あの女はダイアモンド・スタッフの入
手方法について打ち合わせている時に私から宝物庫の情報を盗んで
いったに違いない」と考えている。バルセロはPCたちに、宝物庫が
隠されていると噂される場所の近くに位置するペルダンズ・ヘルム
という村に行くよう勧める。
　PCたちがバルセロを捕虜にした：バルセロが降伏するなど、戦
闘終了後にバルセロが生きていた場合、このセンビア人の魔道士は
自分が知っていることを喜んで話す。彼はフォーデルがミスルデイ
ルにあるペルダンズ・ヘルムという村に向かっており、そこでウ
ヴァイレンの大図書館群の1つを開いて、蓄えられた知識を我が物
にするつもりなのだと信じている。彼はまた、フォーデルが裏切り
の第一歩として、彼の資料から歌の宝物庫の所在地に関する記録を
盗んでいったに違いないと思っている。
　バルセロが死ぬか逃げた：このセンビア人の魔道士の荷物を漁る
と、ミスルデイルの簡単な地図が見つかり、ペルダンズ・ヘルムと
いう村にしるしが付けられている。この地図にはまた、ペルダンズ・
ヘルム村の近くの森の中にあると思われるウヴァイレンの大図書館
群の推測位置が記されている。
　バルセロがPCたちを打ち負かした：シャドヴァーの手先が勝利
を収めてしまったとしても、戦闘中に瀕死状態になって放置された
り、敗戦を逃げ延びた冒険者がいれば、後から戻ってきてバルセロ
を尾行することができる。そのPCはあのセンビア人が配下の者た
ちにこう言っているのを聞くことになる。「フォーデルめは歌の宝
物庫に向かったのだろう。ペルダンズ・ヘルム村まであの女を追い
かけさせる誰かを雇わねば。私はミスルデイルで顔を見られるわけ
にはいかんからな」そして悪党どもは立ち去っていく。

報酬
　このエリアを探索し、バルセロとやり取りしたことにより、各
PCは1人あたり700XPを得る。
　財宝：バルセロの所持品には、PC1人あたり50gp相当の価値の
ある宝石1つと、ポーション・オヴ・ヒーリング1本が含まれてい
る。また、このセンビア人は魔法のアイテムも1つ持っている（P.2
の『宝物表』参照）。

エンディング
　敵を倒すか、バルセロとうまく話をつけた後、PCたちは現在の
状況を一旦整理する機会を得る。

　PCたちがするべきことを終えたなら、以下の文章を読み上げる
こと：
　ゼントの手先フォーデルの裏切りによって、もう少しで手が届き
そうだったダイアモンド・スタッフは再び遠ざかってしまいました。
しかし、彼女がどこに向かったかは分かっています。歌の宝物庫は
ミスルデイルの森の中、ペルダンズ・ヘルム村の近くに隠されてい
ると言われています。今すぐその場所に向かえば、ゼンタリムに追
いつけるかもしれません。

　このセッションが終了した時点で、冒険者たちは次のセッション
に備えて大休憩を取ることができる。次のセッションはPCたちが
数日の旅を終えた後になる。

C
B C

P
P

P
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セッション5：  裏切りの傭兵を追え
　サンダーサル屋敷において、PCたちはシャドヴァーの手先であ
るバルセロと遭遇し、フォーデルが待ち合わせ場所に現れなかった
ということを知った。このゼンタリムの傭兵隊長はダイアモンド・
スタッフを我が物にしようとしており、バルセロは彼女がウヴァイ
レンの大図書館群に隠されている叡智を手に入れようとしているの
ではないかと推測していた。PCたちは杖を取り戻すため、フォー
デルが探しているという歌の宝物庫を見つけ出さねばならない。

　セッションを始める準備ができたなら、以下の文章を読み上げる
こと：
　ゼンタリムの手先フォーデルは、彼女の雇い主であるセンビアの
魔道士バルセロのところにダイアモンド・スタッフを持ち帰りませ
んでした。ゼントの手先の裏切りによって、もう少しで手が届きそ
うだったダイアモンド・スタッフは再び遠ざかってしまったのです。
しかし、彼女がどこに向かったかは分かっています。歌の宝物庫は、
ミスルデイルの森の中、ペルダンズ・ヘルム村の近くに隠されてい
ると言われています。今すぐその場所に向かえば、ゼンタリムに追
いつけるかもしれません。
　バトルデイルのサンダーサル屋敷から、ミスルデイル西部にある
ペルダンズ・ヘルム村までは、森を横切るなら 60 マイルの距離に
なります。ローソーヴィア道を進めば 90 マイルになりますが、か
かる時間は同じです。ハップ村に帰ってイマーニに話を聞くことが、
歌の宝物庫を見つける上で役立つことは間違いありませんが、そう
した場合は移動日数が2日伸びてしまいます。

　PCたちは次の朝、サンダーサル屋敷を旅立つ。この旅は徒歩な
ら3日、馬なら2日かかる。ただしPCたちがハップ村に帰ってイマー
ニに話を聞きにいく場合は別だ。この賢者は目標の遺跡がありそう
な場所に関して知る限りのことを教えてくれる。これによってPC
たちは、次の技能チャレンジにおいて有利と不利双方の影響を被る
ことになる。

ペルダンズ・ヘルム村での探索
　ペルダンズ・ヘルムはミスルデイルの西端にある小さな村だ。
フォーデルとその配下のゼントたちはハップ村からまっすぐこの村
に向かい、PCたちがサンダーサル屋敷に到着したのと同じ頃にこ
の村に着いた。

　英雄たちがペルダンズ・ヘルム村に着いた時点で、以下の文章を
読み上げること：
　ペルダンズ・ヘルム村は、月

つきうみみち

海道と呼ばれる太古の街道を外れ、
馬車道を2マイルほど進んだ先にあります。村の家々は自然石と芝
土で造られていて、村の周囲は頑丈な柵で守られています。村の西
と北には厚さ1マイル以上の緑の壁、すなわちコーマンソー森の一
部が広がっています。一方南と東にはミスルデイルのなだらかな丘
陵地帯が広がり、小規模な農場や牧草地があります。

　PCたちがこの村を探索する過程は後述の技能チャレンジとして
処理される。以下の細かい情報はこの技能チャレンジに彩を添える
ためのものだ。

　言い伝え：難易度15の〈歴史〉判定または村の住人との会話から、
以下のような昔話が得られる。昔々、ペルダンという名の疲れ果て
た兵隊がこの場所にやってきて、地面に自分の剣を突き立て、かぶっ
ていた兜をその上に乗せた。そして、この兜から見える土地はすべ
て俺のものだと宣言した。この村の住人の多くはペルダンの子孫を
自称している。
　ファイアーハンド亭：この村唯一の宿屋兼酒場は、ファイアーハ
ンド亭という騒々しく活気のある店だ。酒場に座ってどちらを向い
ても、壁にかけられた絵――火の玉を投げつける名の知れぬ魔道士
の肖像――が目に入る。この魔道士がいったい誰なのか、地元民に
聞いてもはっきりしたことは分からないが、いくつかの説が聞ける。
宿の女将は40前後の凛々しいヒューマンの女性で名をレイシャと
いい、頑固ぶりと舌の鋭さで有名だ。
　保安官ゲーリン：この土地の治安責任者は無口で大柄な30前後
のヒューマンの男性で、ゲーリンという名前だ。この保安官は見た
目ほど頭が鈍くはないが、一言で済むことに二言を費やしたりはし
ない。
　イアンドラ・グリーンフッド：このハーフエルフ女性は狩人兼森
番であり、森の道のことをよく知っている上に、近くの森の中にあ
るいくつかの遺跡についても詳しい。彼女はそういった遺跡の名前
や中身については知らないので、PCたちを直接歌の宝物庫に案内
することはできないが、遺跡がありそうな場所を教えることはでき
る。

技能チャレンジ：ゼンタリムを探せ
　この技能チャレンジはPCたちがペルダンズ・ヘルム村に到着し、
この土地にゼンタリムがいるという証拠を探し始めた時点から始ま
る。PC たちは森の中を探し回ったり、村人に聞き込みをしたり、
村や近隣の農場を調べまわって、ゼントたちがここに来た（もしく
は歌の宝物庫から戻ってきた）気配を見つけ出そうとするだろう。
村の住民たちは地元のエルフの遺跡のことをよそ者に教えるのはた
めらいがちである。変に手を出したせいで、太古の呪いやら危険な
怪物やらが目を覚ますのではないかと恐れているのだ。
　レベル：5。
　複雑度：2（3回失敗する前に6回の成功が必要）。
　特殊：PCたちがここに来る前にイマーニのところに相談に行っ
ていた場合、この技能チャレンジにおいて2回ぶんの成功を自動的
に得るが、ペルダンズ・ヘルム村への到着が遅れたせいでこのチャ
レンジにおける〈事情通〉および〈自然〉の判定に－2ペナルティを受
ける。これは時間経過によって足跡などの手がかりが消えていくこ
とと、村人がこの地域で見かけたよそ者についてぺらぺら話してよ
いものかどうか考えなおす時間が生じるためである。
　主要技能：〈交渉〉、〈事情通〉、〈自然〉、〈はったり〉、〈魔法学〉
　〈交渉〉（難易度15）：影響力のある村人に対し、ゼンタリムこそ
真の脅威であると力説し、ゼントが遺跡ですごい魔法の力を手に入
れてそれを悪用するのを止めなければならない、我々にはその覚悟
がある、と説得する。
　〈事情通〉（難易度10）：地元住民に最近あやしいよそ者がこなかっ
たかと聞いて回り、フォーデル一党のこの地域での活動を探る。
　〈自然〉（難易度15）：周囲の森を捜索し、最近誰かが森の中を探
し回った痕跡を見つける。
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え　〈はったり〉（難易度15）：パーティの真の目的を明かさずに（たと
えば、この地域で行方不明になった冒険者仲間を探しているという
作り話をして）地元民を言いくるめ、村の近くにあるというエルフ
の遺跡の場所を教えてもらう。
　〈魔法学〉（難易度22）：ダイモンド・スタッフの特殊な秘術の波
動を感知する。
　情報：この技能チャレンジで1回成功するごとに、PCたちは以下
の情報の断片のうち1つを得る。最初の情報から5番目の情報まで
は好きな順番で開示してかまわない（使った技能にふさわしい情報
を選ぶとよいだろう）。「この判定に成功した場合はどの情報を与え
ればいいんだ？　どれを出すのも理屈が通らないような……」と
なってしまった場合は、（訳注：その判定には情報を与えない代わ
りに）その次の成功した判定において 2 つの情報を与えればよい。
PCたちがペルダンズ・ヘルム村に来る前にイマーニのところに相
談に行っていた場合、最初の成功によって3つの情報を得ることに
なる（すでに2回ぶんの成功を自動的に得ているからだ）。
　最後の情報（フォーデルおよびゼンタリムを追っている集団が他
にもいる）を与えるのは、一番最後にすること。プレイヤーたちが
この技能チャレンジに失敗した場合、森の中にドラゴン・カルトの
大集団がいるということを事前に知る機会はない。

◆ ペルダンズ・ヘルム村の近くにある “遺跡” の多くは、打ち捨て
られて久しい住居の外壁の残骸にすぎない。村からもう少し離
れると、太古の砦や宝物庫が森の中に隠れている。

◆ ペルダンズ・ヘルム村の住人の中に “歌の宝物庫” という名前を
知っている者は誰もいないが、村から少し離れた森の中では時
おりクリスタルの鐘が鳴るような音が風に乗って運ばれてくる
ことがあるという。

◆ 森の奥の遺跡には蜘蛛に似た凶悪で恐ろしい人型生物が巣食っ
ていると言われている。戦うと手ごわいだけでなく、気づきに
くい罠を仕掛けるのも上手いという話だ。

◆ ゼンタリムは昨日（冒険者たちがイマーニと話すためにいったん
ハップ村に帰っていた場合は 3 日前）、村の近くを通り過ぎて
いった。馬にまたがった戦士の5人組で、装備を万端整え、明
確な目的地を目指しているようだった。

◆ ゼンタリムの連中は一目でダイアモンド・スタッフと分かるよ
うな物体を持ち運んではいなかったが、指揮官らしき女は厳重
に梱包した細長い包みを鞍の脇に吊るしていた。

◆ この地域で目撃されているよそ者はゼンタリムだけではない。
つい今朝方、灰色のローブをまとった修道僧のような集団が村
の近くを通っていった。指導者らしき人物は紫のローブをまとっ
ていた。難易度15の〈歴史〉判定に成功したPCは、この色の組
み合わせがドラゴン・カルトのものだと気づく。

ドラゴン・カルト
　ドラコリッチのドレトクロヤステルの元へダイアモンド・スタッ
フを持ち帰るため、ドラゴン・カルトもまたゼンタリムの後を追っ
ている。バトルデイルにいたカルト教団員たちは、イマーニが襲わ
れたことを聞いて、杖が盗まれた事件にイマーニが関与していたこ
とを確信した。今やドラゴン・カルトの者たちは、PCたちがたどっ
ているのと同じ道筋を猛烈に追いかけている。

　PCたちがペルダンズ・ヘルム村を離れ、歌の宝物庫の探索に出
発したなら、前述の技能チャレンジの結果をメモしてから『予想外
の敵』の遭遇に進むこと。

予想外の敵
遭遇レベル6

セットアップ
人間のカルト指導者（L） 1体
古参のカルト教団員（V） 2〜3体
人間のカルト教団員（C） 6体

　ゼンタリムを追いかけていたドラゴン・カルトの集団と、冒険者
たちとの道筋がここで交わることになる。PCたちが前述の技能チャ
レンジを成功したか否かが、この遭遇のセットアップに影響を及ぼ
す。

　英雄たちが森の中に踏み入った時点で、以下の文章を読み上げる
こと：
　皆さんは木々の間に点々と残る足跡を追って、ミスルデイルの遺
跡群の中を注意深く進んで行きます。しばらくすると、皆さんがた
どってきた獣道の先で急に森が開け、小さな空き地が見えます。猟
師の小屋らしき古い建物が建っています。

　技能チャレンジが成功裏に終わっていた場合、以下の文章を読み
上げること：
　灰色のローブを着たヒューマンが何人か、小屋の周囲をせわしな
く歩き回っています。たった今小屋の中を探し終わって外に出てき
たところのようです。この一団を率いているのは紫色のローブを着
た人物で、他の者たちを怒鳴りつけています。「この呪われた森で
無為に時間を費やすわけにはいかん！　何としてもゼンタリムども
の足跡を再び見つけるのだ！　畏怖すべき御方のお褒めに与ろう
ぞ！」

　難易度15の集団〈隠密〉判定に成功すれば、PCたちはドラゴン・
カルトを不意討ちすることができる。この判定に失敗した場合、カ
ルト教団員たちは冒険者の接近に気づく。

　技能チャレンジが失敗に終わっていた場合、以下の文章を読み上
げること：
　突然、灰色のローブをまとったヒューマンの一団が小屋の周囲の
木々の間から襲い掛かってきました。不意討ちです！
　「不信心者を皆殺しにせよ！　杖を取り返すのだ！」紫色のローブ
を着たヒューマンが叫んでいます。「あの御方のお褒めの言葉は我
らのものぞ！」

　ドラゴン・カルトはPCたちをゼンタリムの傭兵団と見間違えて、
不意討ちをしかける。この遭遇に登場する “古参のカルト教団員” は
3体に増加する。
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戦術
　人間のカルト教団員たちは最も打たれ強そうな冒険者に群がって
近接攻撃を行ない、古参のカルト教団員が敵の前衛を迂回できるよ
うにする。古参たちはマイティ・ブロウを活用して、PCたちに肉
薄しつつ、自分の移動が妨げられないようにする。
　カルト指導者はワード・オヴ・サンダーを使用して、カルト教団
員や古参たちの攻撃に適した位置へと敵たちを移動させたり、敵を
有利な位置からどかしたりする。毎ラウンド、最も危険な敵に対し
てドラゴンファイアー・カースを使用し、次いで同じ敵をサブジュ
ゲーションで無力化しようとする。カース・ジャンプは厄介な敵か
ら距離を置くのに便利だ。

このエリアの特徴
　明るさ：太陽光によって“明るい”。
　小屋：この小屋に扉はない。朽ちかけた家具の残骸は移動困難な
地形である。
　樹木：下生えは移動困難な地形である。木のマスにいるクリー
チャーは部分遮蔽を得る。

人間のカルト指導者（L）	 レベル 7　制御役
中型・自然・人型
hp：77；重傷値：38	 イニシアチブ：＋3
AC21；頑健18、反応19、意志20	 〈知覚〉＋11
移動速度：6
標準アクション
m スタッフ（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋12対AC
ヒット：2d8＋3ダメージ。

C ワード・オヴ・サンダー／雷鳴の言葉（［装具］、［雷鳴］）◆無限回
攻撃：近接範囲・噴射3（噴射内の敵すべて）；＋10対“頑健”
ヒット：1d10＋6の［雷鳴］ダメージ。このカルト指導者は目標を3マスまで横
滑りさせる。

ミス：このカルト指導者は目標を1マス横滑りさせることができる。
R サブジュゲーション／鎮圧（［装具］、［魅了］）◆再チャージ 4 5 6

攻撃：遠隔・5（減速状態のクリーチャー1体）；＋10対“頑健”
ヒット：このカルト指導者の次のターンの終了時まで、目標は攻撃パワーを使
用できない。

移動アクション
カース・ジャンプ／位置交換の呪い（［瞬間移動］）◆遭遇毎

効果：近接範囲・爆発5（爆発内にいる減速状態のクリーチャー1体）；この
カルト指導者と目標は瞬間移動し、互いの位置が入れ替わる。

マイナー・アクション
C ドラゴンファイアー・カース／竜火の呪い（［装具］、［魅了］）◆無限回（1
ラウンド1回まで）
攻撃：近接範囲・爆発5（爆発内の敵1体）；＋10対“意志”
ヒット：目標は減速状態になる。このカルト指導者の攻撃が目標にヒットするか、
目標の攻撃がこのカルト指導者にヒットするたび、目標は5の［火］ダメージを受
ける。

技能：〈隠密〉＋8、〈自然〉＋11、〈魔法学〉＋10
【筋】10	（＋3）	 【敏】11	（＋3）	 【判】17	（＋6）
【耐】13	（＋4）	 【知】15	（＋5）	 【魅】14	（＋5）
属性：悪	 言語：共通語、竜語
装備：スタッフ、ローブ

結末
　PCたちがカルト教団員をすべて倒した時点で、この遭遇は終了
する。カルト側が勝利した場合、生き残ったカルト教団員たちは
PCたちがダイアモンド・スタッフを持っていないことを確認しし
だいこの場を立ち去る。彼らはセッション8で再び登場することに
なる。

報酬
　ペルダンズ・ヘルム村の内外での捜索活動と、カルト教団員の撃
破によって、各PCは1人あたり650XPを得る。
　財宝：カルト教団員たちが持っていた宝石と貨幣の総額は、PC1
人あたり100gpになる。また、カルト指導者は魔法のアイテムを1
つ持っている（P.2の『宝物表』参照）。

古参のカルト教団員（V）2体	 レベル 6　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：86；重傷値：43	 イニシアチブ：＋4
AC18；頑健20、反応18、意志16	 〈知覚〉＋3
移動速度：6
標準アクション
m バスタード・ソード（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：2d10＋6ダメージ。

M マイティ・ブロウ／突き飛ばし打撃（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：2d10＋6ダメージ。このカルト教団員は“目標を1マス押しやった後、目
標がそれまで占めていたマスへと1マスシフトする”ことができる。

M スウォース・オヴ・デス／殺戮連撃◆再チャージ：2回の攻撃が両方とも
ミスした時
効果：このカルト教団員はマイティ・ブロウを2回使用する。

マイナー・アクション
M フォースフル・シャヴ／力押し◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対“頑健”
ヒット：目標を1マス押しやる。
技能：〈運動〉＋12、〈隠密〉＋9
【筋】19	（＋7）	 【敏】13	（＋4）	 【判】10	（＋3）
【耐】16	（＋6）	 【知】7	（＋1）	 【魅】10	（＋3）
属性：悪	 言語：共通語、竜語
装備：スタデッド・レザー、バスタード・ソード

人間のカルト教団員（C）6体	 レベル 7　雑魚　遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
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
AC21；頑健20、反応17、意志18	 〈知覚〉＋4
移動速度：6
特徴
バトル・ファーヴァー／戦いの熱狂
このカルト教団員の突撃攻撃がヒットするたび、目標はこのカルト教団員の次の
ターンの終了時まで戦術的優位を与える。

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）；＋12対AC
ヒット：7ダメージ。
技能：〈隠密〉＋8
【筋】14	（＋5）	 【敏】11	（＋3）	 【判】12	（＋4）
【耐】13	（＋4）	 【知】10	（＋3）	 【魅】13	（＋4）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ローブ、クラブ

難易度の調整
　4人のPCからなるパーティの場合、この遭遇から古参のカル
ト教団員を1体減らすこと。6人のPCからなるパーティの場合は、
古参のカルト教団員を1体増やすこと。
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　PCたちはゼンタリムの女傭兵フォーデルとその部下たちを追っ
てミスルデイル西部に至った。ペルダンズ・ヘルムの村は古いウ
ヴァイレンの廃墟にほど近い所にある。そしてウヴァイレンの廃墟
の中には、賢者イマーニが “歌の宝物庫” のありかと信じている場所
がある。冒険者たちは村の内外で複数の手がかりをつかみ、手がか
りをたどってゼンタリムを追跡、エルフの廃墟に至った。

　セッションを開始できるようになったら以下を読み上げること：
　カルト教団員と戦った場所を抜けてさらに進むと、ほどなく馬の
足跡に行き当ります。6 頭ほどの馬が最近この道を通ったのです。
開けた場所に近づくと、前に広がる暗がりのなかに、古い塔がいく
つもそびえています。すぐ目の前に、崩れた砦の跡があり、城壁は
なかば崩れて森の土に埋れています。廃墟の中へ通じる道には蜘蛛
の巣が何枚も張っています。
　塔の手前の開けた土地に、8頭の馬がつながれています。ほど遠
からぬところには、鞍やら鞍袋やら寝袋やら畳んだ天幕やらが積み
上げてあります。そしてこの品々にはゼンタリムのしるし、黒い城
と稲妻のしるしが付いています。馬はおびえている様子ですが、あ
なたがたを見ておびえているのではありません。なにかもっと他の
ものを気にしているのです。

　この廃墟にはキチンが住みついている。これは蜘蛛めいた怪物で、
なわばりを守って激しく戦う。フォーデル一味はこのクリーチャー
との快からぬ遭遇を経験したのち、これと取引に入り、いくらかの
貨幣と武器、それに1人のゼンタリムの死体を引き渡すかわりに“歌
の宝物庫”に通してもらった。
　難易度15の〈自然〉判定に成功したPCは、廃墟には姿なき捕食者
がいて、それが馬をおびえさせているのだと知る。馬の注意はもっ
ぱら、砦の廃墟の入口に張った蜘蛛の巣に向けられている。
　戦術マップになっているのは、廃墟の奥にある会議場跡だけであ
る。PCたちは戦術遭遇に入る前に以下の順番でその他の区画を探
険する。

ホミルラの碑
　廃墟じゅうが蜘蛛の巣だらけなのに、この広場だけは不思議と蜘
蛛の巣がありません。コロネードというのでしょうか、何本もの柱
が、輪っかの形をしたものを宙に支えています。柱はどれも高さ
12フィート、つまり3m半ぐらいで、黒ずんだ大理石でできており、
銀のルーン文字が刻みこまれています。コロネードのまん中には1
つの像があります。それは天を仰いで泣くエルフの像で、片手をさ
し上げて目を覆うようにしています。

　廃墟の中央部に近い中庭には1つの記念碑がある。5000年前に
上位魔道士ホミルラがこれを建てた。キチンはこの場所の魔法を
嫌って近寄ろうとしない。
　ホミルラはウヴァイレン王国の崩壊後にこの地に戻ってきたが、
もはや王国再建のために自分にできることは何もないと悟り、死ん
だ者たちへの記念碑としてこのコロネードを造った。

エンディング
　ドラゴン・カルトを撃破した後、冒険者たちはウヴァイレンの遺
跡に向かうことができる。

　PCたちがするべきことを終えたなら、以下の文章を読み上げる
こと：
　カルト教団員と戦った場所を抜けてさらに進むと、ほどなく馬の
足跡に行き当ります。6 頭ほどの馬が最近この道を通ったのです。
開けた場所に近づくと、前に広がる暗がりのなかに、古い塔がいく
つもそびえています。すぐ目の前に、崩れた砦の跡があり、城壁は
なかば崩れて森の土に埋れています。廃墟の中へ通じる道には蜘蛛
の巣が何枚も張っています。
　塔の手前の開けた土地に、8頭の馬がつながれています。ほど遠
からぬところには、鞍やら鞍袋やら寝袋やら畳んだ天幕やらが積み
上げてあります。そしてこの品々にはゼンタリムのしるし、黒い城
と稲妻のしるしが付いています。。

　冒険者たちは次のセッションに備えて小休憩を取ることができる。

C

C

VC
L C

VC

C
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　このエリアの探険：ルーン文字は見慣れぬものだが、難易度15
の〈魔法学〉判定に成功した者は、これが大昔のエルフの土地コーマ
ンソーで用いられた魔法の記し方だと気づく。魔力感知のための難
易度15の〈魔法学〉判定か、難易度15の〈知覚〉判定に成功した者は、
ここには潜在的な呪文効果があり、それはルーン文字によって起動
され得ると気づく。
　生きており知性を有するクリーチャーは、柱の銀のルーンに触れ
ることによって、この記念碑にこめられた魔法の “ことづて” を受け
取ることができる。

　ルーン文字が起動されたなら以下を読み上げること：
　りっぱなローブをまとった、美しい女性のサン・エルフの姿が、
列柱の取り巻く中に立ち現れます。悲しげな顔であなたがたを見て、
彼女は語りかけます。「私はホミルラ。ウヴァイレン王国最後の上
位魔道士。滅び去ったウヴァイレンの民の記念として、私はこの碑
を建てました。私たちを滅ぼした星が現れたのは、夏の終りのこと
でした。その星は夜ごとに明るくなってゆきました。それは何かの
きざし、何かの前兆に間違いありませんでした。それはいったい何
の前兆だろうと、私たちはあやしみました。最後の日が沈んだとき、
星は全きセルーネイ（＝満月）よりも明るく輝きました。その夜、星
の恐ろしい働きが明らかになりました。星はこの地から5リーグ（約
15km）も離れていないところに落ち、西から東へ、森を裂いて40
リーグ（約120km）余りも炎の壁が立ちました。
　「ティアナファーも、ドレイス・マギシアも、セルドニリファーも、
三つの湖あるイェイロンも、すべてが一瞬のうちに地上から消え去
りました。そして炎の 12 日間が到来しました。星が落ちてきたと
きに生き残った者も、その後の大火事で命を落とし、アーコラーの
伝承と研鑽の地ウヴァイレンは死を迎えました。私は民とともに死
ぬ運命にはありませんでしたが、いまや最後の憩いを得て彼らに加
わろうとしています。異国の人よ、この黒く焼けた石をよく見て、
失われたウヴァイレンのことを思ってください」
　エルフの姿はもうしばらくあなたがたを見つめていましたが、や
がて背を向けたと思うと、空中に消えてゆきます。

　このメッセージを伝え終えた後、記念碑は5分間沈黙する。5分
後からは、ルーン文字に触れることで再び記念碑を起動できる。PC
たちが第1章でウヴァイレンの物語を聞いていない場合、この場所
の魔法がその知識を彼らに与えることになる。加えてPCたちは、ティ
アナファー、ドレイス・マギシア、セルドニリファー、三つの湖あ
るイェイロンはいずれもウヴァイレンの都市であることを知る。だ
が数千年を経た今、残るのはその名のみである。

月のアーチ
　道を行くほどに、白い大理石の壁にアーチ状の門が開いています。
アーチの頂には三日月の形が彫りつけてあって、三日月のとがった
角のまわりには、“セルーネイの涙” と呼ばれる星々をあらわす小さ
な星型の飾りがあります。

　冒険者たちは、廃墟の奥深くへ入るにつれてキチンの巣に近づく
ことになり、そしてキチンの仕掛けた恐ろしい罠の1つに行き当る。

　PCが（訳注：難易度22の〈知覚〉判定に成功して）罠を発見した
なら以下を読み上げること：
　見えるか見えないかの蜘蛛糸が、開いたアーチ門の、地面より少
し上のところに、横に張りわたしてあるのがわかります。

　一方誰も罠を発見できなかったら以下を読み上げること：
　門をくぐったそのとき、足もとに張りわたしてあった蜘蛛の糸が
ふつりと切れます。とたんに、門の左右の大理石の壁から、無数の
矢が飛んできます。

毒矢を射ち出す壁 レベル 5　罠 
物体
感知：〈知覚〉難易度22	 イニシアチブ：――
完全耐性：攻撃
トリガー型のアクション
C 攻撃（［毒］）◆遭遇毎

トリガー：クリーチャーが蜘蛛糸を（無力化することなく）切る。
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射内のクリーチャーすべて）；＋11対AC
ヒット：3d4ダメージおよび継続的［毒］ダメージ10（セーヴ・終了）。
ミス：1d4ダメージおよび継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。
効果：この罠は以後再準備されるまで作動しない。

対抗手段
◆解除：〈盗賊〉難易度22。成功：罠が作動する前に蜘蛛糸を無力化する。

屋根つき玄関の跡
　ポルチコというのでしょうか、何本もの柱で支えられた屋根つき
の玄関があります。もとは大きな館の入口にあたるものだったので
しょうが、背後の館は崩れ去り、入口と立派な柱だけが今も残って
います。ここには蜘蛛糸がびっしりと張りめぐらされ、繭のように
蜘蛛糸でぐるぐる巻きになったものが、高いところや低いところに、
ぶらさがっています。繭のなかには、いろいろな森の生きものがと
じこめられています。りす、マーモット（りすに似たげっ歯類の小
動物）、鹿、それに黒いチェインメイルを着たヒューマンも1人。

　昔はさぞ立派だったろうこの屋敷跡は、今ではキチンの食料貯蔵
庫になっている。キチンの犠牲者の死骸は、食用に供されるまでこ
こに蜘蛛糸の中で保存されるのである。
　ヒューマンはゼントの傭兵で、キチンとの最初の衝突の際に死ん
だ。フォーデルはキチンへの賄賂の一環として死骸も差し出したが、
死んだ傭兵が宝物を持っていたことには気づかなかった。英雄たち
が死体を巣からおろした場合、死体をあさって難易度15の〈知覚〉
判定に成功した者は魔法のアイテムを1つ発見する（P.2の『宝物表』
を参照）。また、難易度15の〈治療〉判定に成功した者は、この傭兵
の死因は無数の刺し傷だということがわかる。

会議場跡
　これは廃墟の中ほどにある大きな建物で、昔は大きく立派な会議
場か何かだったのではないかと思われます。屋根の大方は崩れ落ち
て、外壁だけのがらんどうになっています。中につながる古い戸口
や窓には、蜘蛛の巣がいちだんと分厚く張っています。
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墟　キチンはこの会議場跡を住みかとして他者の侵入を防いでいる。
“歌の宝物庫”への入口もここにある。このエリアは戦術マップになっ
ている。
　刃のついた武器を使えば、蜘蛛の網を切って会議場への道を開く
ことができる。また、このエリアに入る前に調査したPCは、蜘蛛
の網がしっかりと付いていない箇所を発見できる。この箇所はキチ
ンたちの出入り用に使われる。
　PCたちがまさに会議場跡に踏みこもうとしているなら、『キチン
の巣』の遭遇へ進む。

キチンの巣
遭遇レベル6

セットアップ
キチンの戦士（W） 3体
キチンの偵察兵（S） 2体
キチン（C） 5体

　PC たちは、会議場に入るまではキチンを発見できない。また、
キチンにはPCたちがやって来るのは見えない。どちらの側もこの
遭遇で不意討ちを得ることはない。

　PCたちが会議場跡に入ったなら以下を読み上げること：
　古い会議場の中には蜘蛛の巣が張っています。蜘蛛糸の布がなに
やらテントに似た形になって、壁の高いところにかかり、エルフの
戦士たちの像の並ぶ中央の台座の上に位置しています。蜘蛛の巣の
なかに5体ほど、青白くひょろ長い人型生物がいます。4本の腕と、
蜘蛛のような牙をもち、蜘蛛の巣のなかに潜んでいるそいつらは、
あなたがたを見るやいなや武器を抜き放ちます。

キチンの戦士（W）3体	 レベル 5　暴れ役
中型・自然・人型（スパイダー）
hp：72；重傷値：36	 イニシアチブ：＋5
AC17、頑健17、反応18、意志16	 〈知覚〉＋3
移動速度：6、登攀6（蜘蛛歩き）	 暗視
特徴
ウェブ・ウォーク／蜘蛛の巣渡り
このキチンは蜘蛛糸による“移動困難な地形”を無視する。
標準アクション
m r ダガーズ／ダガー二連撃（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1または遠隔・5（クリーチャー1体または2体）；＋10対AC
ヒット：3d4＋5ダメージ。

M フォー・ブレード・ストライク／四刀流（［武器］）◆再チャージ 5 6
効果：このキチンはダガーズを2回使用する（合計で4回の攻撃を行なうことに
なる）。

移動アクション
ウェブ・ライン／蜘蛛糸跳び◆遭遇毎

必要条件：このキチンが登攀中である。
効果：このキチンは5マスまでの飛行を行なう。
技能：〈軽業〉＋10
【筋】	15（＋4）	 【敏】	16（＋5）	 【判】	13（＋3）
【耐】	12（＋3）	 【知】	8（＋1）	 【魅】	10（＋2）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、エルフ語
装備：ダガー×8

キチンの偵察兵（S）2体	 レベル 5　砲撃役
中型・自然・人型（スパイダー）
hp：48；重傷値：24	 イニシアチブ：＋6
AC17、頑健17、反応17、意志16	 〈知覚〉＋3
移動速度：6、登攀6（蜘蛛歩き）	 暗視
特徴
ウェブ・ウォーク／蜘蛛の巣渡り
このキチンは蜘蛛糸による“移動困難な地形”を無視する。
標準アクション
m ダガーズ／ダガー二連撃（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体または2体）；＋10対AC
ヒット：1d4＋6ダメージ。

r ハンド・クロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体または2体）；＋12対AC
ヒット：1d6＋6ダメージ。
ポイズンド・ボルツ／毒を塗った太矢（［毒］、［武器］）◆遭遇毎

効果：このキチンはハンド・クロスボウを使用する。そのパワーでヒットを受
けた目標はみな、継続的［毒］ダメージ5を受ける（セーヴ・終了）

移動アクション
ウェブ・ライン／蜘蛛糸跳び◆遭遇毎

必要条件：このキチンが登攀中である。
効果：このキチンは5マスまでの飛行を行なう。
技能：〈軽業〉＋11
【筋】	13（＋3）	 【敏】	18（＋6）	 【判】	13（＋3）
【耐】	12（＋3）	 【知】	8（＋1）	 【魅】	10（＋2）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、エルフ語
装備：ダガー×2、ハンド・クロスボウ×2、ボルト×40

キチン（C）5体	 レベル 5　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型（スパイダー）
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：＋4
AC17、頑健17、反応17、意志16	 〈知覚〉＋3
移動速度：6、登攀6（蜘蛛歩き）	 暗視
特徴
ウェブ・ウォーク／蜘蛛の巣渡り
このキチンは蜘蛛糸による“移動困難な地形”を無視する。
標準アクション
m r ダガーズ／ダガー二連撃（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1または遠隔・5（クリーチャー1体または2体）；＋10対AC
ヒット：6ダメージ。
移動アクション
ウェブ・ライン／蜘蛛糸跳び◆遭遇毎

必要条件：このキチンが登攀中である。
効果：このキチンは5マスまでの飛行を行なう。

【筋】	15（＋4）	 【敏】	14（＋4）	 【判】	12（＋3）
【耐】	10（＋2）	 【知】	8（＋1）	 【魅】	9（＋1）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、エルフ語
装備：ダガー×8

戦術
　キチンはみな、床から1d4マス上で遭遇を開始する。彼らは最初
はウェブ・ラインを惜しんで壁や像を這いおりる。ウェブ・ライン
使用時には、飛行移動を天井から釣るされた網のなかで終えること
ができ、これにより事実上、移動を空中で終了できる。偵察兵は高
い場所にとどまる。他のキチンは近づいて攻撃を行ない、敵を包囲
しようとする。
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このエリアの特徴
　明るさ：破れた天井からさしこむ日光が、このエリアを “明るい”
光で満たしている。
　瓦礫：石組みの崩れた場所は“移動困難な地形”である。
　壁：会議場跡の壁は高さ20フィートで、蜘蛛の巣に覆われてい
る。これを登攀するには難易度20の〈運動〉判定を要する。
　屋根が壊れているところでは、壁の上部はでこぼこで、瓦礫に覆
われている。壁のてっぺんを移動するには難易度15の〈軽業〉判定
を要する。
　蜘蛛の巣：床が蜘蛛の巣に覆われた場所は “移動困難な地形” であ
る。蜘蛛の巣のマスが［火］ダメージを受けたなら、そのマスの蜘蛛
の巣は燃え上がり、1ラウンドで燃え尽きる。燃えている蜘蛛の巣
のマスに入るか、燃えている蜘蛛の巣のマスで自分のターンを開始
したクリーチャーは、5 の［火］ダメージを受ける。1 体のクリー
チャーが1ターンに2回以上このダメージを受けることはない。
　地下へ：南西の扉の先は、最近掘った地下への階段になっている。
『エンディング』を参照。

展開
　キチンは巣を守るために猛然と戦うが、（ゼンタリムとしたよう
に）戦いを防ぐためや止めるために交渉する用意はある。一行が（PC
の人数×10）gpを支払うならば、キチンは冒険者たちが巣を通り
抜け、ゼンタリムの行った方へ向うのを許す。

報酬
　各PCはこのエリアを探険しキチンを打ち負かすか交渉したこと
によって1人あたり650XPを得る。
　宝物：キチンは会議場の一方の壁面の繭の中に多少の宝物を蓄え
ている。内訳は、PC1人につき、“1個の宝石（100gp）と25gp”である。
これに加えてポーション・オヴ・ヒーリングが1本と、魔法のアイ
テムが2つ（P.2の『宝物表』を参照）ある。金貨のうち50枚は鋳造さ
れて間がないもので、ゼンタリムの“城と稲妻”の印がある。

エンディング
　PCたちは、キチンを打ち負かした後で、ゼンタリムがどの道を
辿って廃墟のさらに奥へ進んだのかを知る。

　PCたちが当面の活動を終えたなら以下を読み上げること：
　会議場跡の南西のすみに、はねあげ戸があがり、下に通じる階段
が見てとれます。階段の途中につるはしとシャベルが置き捨ててあ
ります。あたりの足跡から推して、ゼンタリムは一度ここに来て、
少し前に暗闇の中へ降りていったのであろうとわかります。

　PCたちは“歌の宝物庫”の入口に立っており、ゼンタリムを追跡し
ダイアモンド・スタッフ・オヴ・ホミルラを取り戻す支度はできて
いる。
　この章を終えて、冒険者たちは6レベルになり、次のセッション
に備えて大休憩を取ることができる。

難易度の調整
　パーティの人数が4人なら、キチンの偵察兵を1体とキチンを
1体、この遭遇から除去する。パーティの人数が6人なら、キチ
ンの偵察兵を1体とキチンを1体、追加する。

C

W
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庫　“歌の宝物庫”の名のもととなった魔法の音楽はここでも聞こえる。
　薄板の文字はずっと昔のエルフの哲人や魔法使いの箴言を記した
もの。エラドリンかエルフのPC、および〈魔法学〉か〈歴史〉を修得
済みのPCは、エルフの名や箴言を聞き知っている。内容は知識と
いうものの性質、賢明な生活の価値、将来の世代のために知識を守
る必要性、といったところ。
　通路はそれぞれ、壊れたポータルの部屋と文書室に通じている。

壊れたポータルの部屋
　この部屋の壁には6つのくぼみがあります。くぼみはどれも、贅
をこらして造った石の枠にふちどられ、石の枠には曲りくねるつた
かづらや、木の葉をつけた木の枝や、みやびな花のもようが彫りつ
けてあります。部屋のまん中には台座が1つあって、台座には人の
手ほどの大きさのクリスタルが6つはめこんであります。6つのう
ち5つは、まるで内側から火で焼かれたかのように、黒ずんでうつ
ろな感じになっています。残る1つは鈍い灰色をしていて、ときお
りかすかな緑の光を明滅させます。

　かつてこの部屋は瞬間移動の魔法の交点であり、6つの戸口は世
界じゅうに通じるポータルの入口だった。けれど戸口の魔法は今や
尽き果てている。
　緑に光る宝石は魔法のものである（難易度11の〈魔法学〉判定に成
功すれば魔力を感知できる）。緑の光が明滅している間にPCが触れ
たならば、1つのポータルが一時的に開く。

　緑の光を明滅させている宝石にPCが触れたなら以下を読み上げ
ること：
　何もない6つのくぼみの1つに、とつぜん、影深い森の景色が浮
びます。黄色い石でできたエルフの建物が崩れて廃墟になっており、
あたりにはしだが茂り、つたが這っています。森の景色が見えたの
は短い間だけで、すぐにちらついて消え去ります。

　この景色はソード・コースト南部のウィールダスにあるエルフの
廃墟である。景色の映っている間はポータルが機能しているが、そ
れはほんの一瞬のことである。小さなものをポータルを通して投げ
ることは可能だが、ポータルを抜けようとしたクリーチャーは（魔
法が消え去る際に）10の［力場］ダメージを受け、くぼみの床に倒れ
て伏せ状態になる。
　このエリアに他の出口はない。

文書室跡
　ドーム型の天井の一番高いところに黄金の円盤があり、円盤が発
する光がこの部屋じゅうを照らしています。円盤のまん中には、笑
みをたたえた、様式化された太陽の顔が彫りつけてあります。部屋
には木でできた古い机が 10 と 2 つ並んでおり、あまり古いもので、
いつ崩れてもおかしくない気がします。壁にはなめらかな白い金属
でできた蓋つき箱が並んでいます。いずれも幅2フィート（つまり
60cm）、高さ6インチ（つまり15cm）ほど。中には口の開いたもの
もあって、ほとんど朽ち崩れた本や巻物の残骸が中に見えます。
　入ってきた通路と反対側に、アーチ状になった通路がもうひとつ
あります。

第3章
　PCたちはゼンタリム一味を追って “歌の宝物庫”に至った。この魔
法のかかった部屋部屋で、フォーデルと傭兵たちはホミルラのダイ
アモンド・スタッフ・オヴ・ホミルラを用いてウヴァイレンの魔法
知識を略奪しようとしている。杖を取り戻しフォーデルの計画を食
い止めることができるかどうかはPCたち次第である。そして “ドラ
ゴン・カルト”もまたフォーデルを追跡している……

セッション7：  歌の宝物庫
　“歌の宝物庫”は会議場の地下、折れ曲った階段を下りた先にある。

　PCたちの準備ができたなら以下を読み上げること：
　廃墟となった会議場の南西のすみに、地下に通じるはねあげ戸が
開いています。瓦礫が脇に積んであるのは、扉の上から最近取りの
けたのでしょう。階段の途中にはつるはしとシャベルが打ち捨てて
あります。あたりの足跡から推して、ゼンタリムは一度ここに来て、
少し前に暗闇の中へ降りていったのであろうとわかります。
　降りる途中で気づいたのですが、階段の左右の壁には、曲りくね
るつたかづらと、木の葉をつけた木の枝とをかたどった彫刻がほど
こしてあります。彫刻はまことに精緻で、さながら生きている植物
をそのまま石にしたかのようです。階段は一段一段が長く、段差が
浅く、銀のすじの入った大理石を磨きあげて造ったものと見えます。
階段が折れ曲るたび、踊り場にはひとつの像があります。それはフー
ドのついたローブを着て水盤を支えているエルフの像で、水盤の水
は青い光を放ち、あなたがたの行く手を照しています。

大図書館の探険
　ウヴァイレンの大図書館はエルフの大宮殿にも似ており、時を経
ても持ちこたえるよう、魔法の力で建造され補強されている。
　戦術マップに示してあるのは、大図書館群の最後の部分、すなわ
ちクリスタル井戸の間のみである。PCたちは戦術遭遇に至る前に、
その他の、以下に記載するエリアを探索することになる。

歌う噴水
　階段を降りると大きな広間があります。レラニック文字を記した
薄い銀の板が7枚、壁にかかっています。そして広間のまん中には
魔法のかかった水盤があります――さかさになって天井に。そうし
て水盤からは小さな噴水が水を下へふき下げ、その水は床から 5
フィートのところで、さかさの重力に負けて天井の水盤へ戻ってゆ
きます。水のはねる音はせず、かわりに小さな鈴の音が空中に響い
ています。噴水のある広間からは、先に行く道が2つあります。
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　この部屋は文字に記された知識を複写して魔法の宝石に収めるの
に使われていた（ウヴァイレンのエルフたちは知識をこのような形
で集積していたのである）。
　部屋の壁には何百もの金属製の収納スペースが並んでいる。PC
たちが蓋つき箱を調査するなら、難易度15の集団〈知覚〉判定を行
なわせること。成功したなら鍵のかかった手つかずの蓋つき箱が見
つかる。解錠には難易度23の〈盗賊〉判定が必要である。判定が5
以上の差で失敗したなら、蓋つき箱の守りの魔法は力を失い、中身
は使いものにならなくなる。首尾よく箱を開けられたなら、1つの
魔法のアイテム（P.2の『宝物表』を参照）が見つかる。
　出口は“五人の乙女”に通じている。

五人の乙女
　八角形の部屋があります。天井の高さは30フィート（つまり9m）
ほどで、天井には光の点がいくつも、夜空の星のようにきらめいて
います。部屋の向うがわには戸口があって、白い石の一枚板で閉ざ
されています。手前には小さな噴水があります。美しいエルフの女
が水さしから水を注ぐさまをかたどったものです。水は穏やかにき
らめき、噴水のへりには銀の杯が1つ立っています。
　部屋の中ほどには、エルフの女をかたどった見事な像が5つ、輪
になって立っています。像はみな外側を向いて、のばした手で水盤
を支えています。1 人目は若い娘で木の葉の衣を着ています。2 人
目は凛とした女性で額冠をいただき杖を帯びています。3人目は若
い踊り子で白鳥の羽でできた長い衣を着ています。4人目は年かさ
の婦人で喪服のようなベールを身につけています。5人目は鎧を着
た、悲しげなおももちの戦士です。どの像も、水盤と腕が細かなふ
しにわかれていて、動くしかけがありそうです。

　PCたちが先に進むためには、大昔のエルフの賢者たちのかけた
謎を解かねばならない（フォーデルは杖を持っていたため、ここで
足止めを食うことはなかった）。
　像はトリルの夜空を行く5つの惑星をあらわす。大昔のウヴァイ
レンの天文学者はこれらの惑星を特に尊んだ。閉ざされた石の扉を
開くには、5つの像の水盤を正しい順番で（すなわち、天井の星図に
従って、天の高い位置にある惑星から低い位置にある惑星へと順ぐ
りに）満たさねばならない。どの像がどの惑星をあらわすのかは、
ウヴァイレンの天文学に通じていないPCにはわかりづらい。
　正しい順番は：踊る白鳥の娘、悲しげな戦士、喪服の女、凛とし
た魔女王、木の葉の娘の順である。これはそれぞれカープリ、グリ
ス、チャンドス、ガーデン、フカサの諸惑星をあらわし、天井に描
かれた空におけるその位置を（高いほうから順に）あらわす。

　いずれかの水盤に水が満たされたなら以下を読み上げること：
　水の重みで像の腕が下がってゆきます。小さな、かちりという音
が、部屋の向うがわの、閉ざされた戸口のほうからします。

　パズルのヒント：PCたちは天井に描かれた夜空には見覚えがあ
る。また、エルフの美術のモチーフに気づく可能性もある。技能判
定に成功すればさらに多くのことがわかる。以下のすべての判定に
際して、エルフやエラドリンのPCは＋2のボーナスを得る。

　〈宗教〉難易度 15：噴水にある水さしを持った像は月の女神セ
ルーネイをあらわす。他の5つの像は、空か星にゆかりある何らか
の神話中の人物である。判定結果が23以上なら、PCは惑星と像の
関係にも気づき、空の高いところの惑星から低いところの惑星へと、
順番に水盤に水を満たせばよいということもわかる。
　〈知覚〉難易度11：天井の星のうち5つは他と違い、点滅するので
はなく常に明るく光っている。
　星をちりばめた天井を見ている PC は、水盤に水が注がれると、
光り続けている5つの星の1つがひときわ明るく輝くことに気づく

（もし誰も天井を見上げようと思いつかなかったなら、各PCに難易
度15の受動〈知覚〉判定を行なわせ、成功した者は気づくというこ
とにするのがよい）。どの星が明るく輝くかは像ごとに違う。天井
に描かれた夜空のなかの、その像に対応する惑星が輝くのである。
　〈地下探険〉または〈盗賊〉難易度11：像の水盤の動きが、石の扉
を開く鍵を制御している。5つの水盤に正しい順番で水を注いで押
し下げれば扉が開く。
　〈魔法学〉難易度15：天井は夜空のさまを正確に写したものであ
る。そこには5つの惑星もある。カープリ、グリス、チャンドス、ガー
デン、フカサである。判定結果が23以上なら、PCは惑星と像の関
係にも気づき、空の高いところの惑星から低いところの惑星へと、
順番に水盤に水を満たせばよいということもわかる。
　技能の相乗作用：PCたちが〈魔法学〉判定と〈宗教〉判定の双方に
成功したなら、たとえどちらの判定結果も23に達しておらずとも、
惑星と像の関係がわかる。

　水盤に間違った順番で水が満たされたなら以下を読み上げるこ
と：
　その水盤に水を満たしたとき、閉じた戸のほうからまた、カチリ
という音がします。全部の水盤が、ゆっくりと傾き、さかさになっ
て、水はことごとくこぼれます。そして5体の腕はゆっくりと元の
位置に戻ってゆきます。

　全部の水盤に正しい順序で水が満たされたなら以下を読み上げる
こと：
　石のこすれる音がします。大きな白い石の一枚板が横にすべって
開き、先へ通じる道が口を開きます。

　石の扉：この扉は魔法の力で支えられた厚さ2フィートの大理石
の一枚岩である。これを力づくでこじ開けるには難易度35の〈運動〉
判定を要する。また、ノックの儀式を執行した上で5回の難易度23
の〈魔法学〉判定に成功することによっても開く。
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ウヴァイレン・ドラゴン（D）3体	 レベル 7　遊撃役
中型・自然・自律体
hp：80；重傷値：40	 イニシアチブ：＋9
AC21、頑健19、反応19、意志17	 〈知覚〉＋5
移動速度：6	 暗視
完全耐性：石化
特徴
インアニメイト・シーミング／無生物の外見
このドラゴンがアクションを行なっているところを観察されるまで、クリーチャー
は難易度27の〈知覚〉判定に成功しない限り、このドラゴンがクリーチャーであ
るとは気づかない。

標準アクション
m バイト／噛みつき◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋12対AC
ヒット：3d6＋4ダメージ。

M ツイスティング・アソールト／ジグザグ攻撃◆再チャージ 5 6
効果：このドラゴンはツイスティング・ムーヴメントを使用する。この移動の
間の任意の地点（訳注：2箇所でも可）でバイトを合計2回使用できる。攻撃
がヒットしたなら、このドラゴンは目標を1マス横滑りさせるか伏せ状態にするこ
とができる。

移動アクション
ツイスティング・ムーヴメント／ジグザグ移動◆無限回

効果：このドラゴンは移動速度の半分までの移動を行なう。この移動中はす
べての防御値に＋5のボーナスを得る。

【筋】	19（＋7）	 【敏】	18（＋7）	 【判】	14（＋5）
【耐】	16（＋6）	 【知】	7（＋1）	 【魅】	11（＋3）
属性：無属性	 言語：――

クリスタル井戸の間
　この部屋は周囲が一段高くなっており、数本の大きな柱が立って
います。柱には細身の竜の姿が彫られています。高さ30フィート（つ
まり9mほど）の天井は、ここでもまた、星空のようになっています。
目の前の床には、さしわたし20フィート（つまり6mほど）の穴が
あいており、穴の上には長さ5フィート（つまり1.5m）ばかりの鈍
い灰色をしたクリスタルのかけらが、太い銀の鎖で吊り下げてあり
ます。部屋の向うがわには別の戸口が開いており、そこへ行くには
急な階段を登って、一段高くなったところへ上らねばなりません。

　ウヴァイレンの民はこの部屋に魔法の番人を配し、資格なき者の
進入を防いだ。このエリアは戦術マップになっている。
　3体のウヴァイレン・ドラゴンがこのエリアを守っている。彼ら
は魔法の力で静止して柱のなかに封じこめられており、このため他
の柱の彫刻と見分けがつかない（フォーデルと傭兵たちはダイアモ
ンド・スタッフを使うことで無事このエリアに入ることができた）。
　『牙と刃』の遭遇へ進む。

牙と刃
遭遇レベル7

セットアップ
ウヴァイレン・ドラゴン（D） 3体
ゼントの兵士（S） 3体

　敵を配置するのはPCたちに敵が見えてからにすること。ドラゴ
ンが静止を脱するのに気づくには難易度27の〈知覚〉判定を要する。
誰も気づかなかったならば、ドラゴンは不意討ちで攻撃をしかける。

　ドラゴンが攻撃をしかけるとき、以下を読み上げること：
　しゅうっという声がして、影がゆらめいたと思うと、石の柱から
石の竜が身をよじって抜け出し、打ちかかってきます。

　戦いの物音は、北の階段の向うの通路で見張りに立っていたゼン
トの番兵の注意をひく。1体目のドラゴンが倒されたラウンドの次
のラウンドの開始時になるか、冒険者が北の通路に逃げこもうとし
た時点で、ゼンタリムの兵がマップ上に印のある地点に出現する。
彼らは出現したラウンドのイニシアチブ順で誰よりも先に動く。

　ゼンタリムが戦闘に加わる時点で以下を読み上げること：
　黒いマントを着た傭兵たちが、階段の上に隠れています。そして、
皆さんにクロスボウの狙いをつけています。

戦術
　ダイアモンド・スタッフは今もゼンタリムを守っているため、ド
ラゴンはゼンタリムを攻撃しない。ゼンタリム兵はドラゴンが近接
戦闘を行なう間に遠隔攻撃をしかけることで満足する。冒険者たち
が今にもドラゴンを全滅させそうになったところで、はじめてゼン
タリムは階段を降りて戦おうとする。
　ドラゴンは破壊されるまで戦う。ドラゴンがみな敗れ、ゼンタリ
ムのうち2人が敗れた後でなければ、残るゼンタリムは逃走も降伏
もしない。
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ゼントの兵士（S）3体	 レベル 5　兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：63；重傷値：31	 イニシアチブ：＋6
AC21、頑健18、反応17、意志16	 〈知覚〉＋2
移動速度：5
特徴
ゼント・ファランクス／ゼント方陣
この兵士が味方に隣接している間、敵はこの兵士を挟撃することによっては戦
術的優位を得られない。

標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ、目標はこの兵士の次のターンの終了時まで減速状
態になる。

r クロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ。

トリガー型のアクション
M シールド・バッシュ／押し崩す盾（［武器］）◆無限回

トリガー：減速状態の敵が自らの意思でこの兵士に隣接するマス目を離れる。
攻撃（即応・割込）：攻撃・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ、目標は伏せ状態になる。

【筋】	18（＋6）	 【敏】	15（＋4）	 【判】	11（＋2）
【耐】	15（＋4）	 【知】	10（＋2）	 【魅】	12（＋3）
属性：悪	 言語：共通語
装備：スケイル・アーマー、ヘヴィ・シールド、ロングソード、クロスボウ、ボルト×
20

このエリアの特徴
　明るさ：魔法のかかった天井には星が光り、このエリア全体を“薄
暗い”光で満たしている。
　穴：この深さ15フィートの穴の底には、砕けたクリスタルが散
乱している。穴に落ちた者は伏せ状態で着地し、落下と鋭い破片に
よって2d10ダメージを受ける。穴の壁からは狭い棚が螺旋状に突
き出していて、登攀の助けになる（〈運動〉難易度20）ほか、不安定
な道を提供している（難易度15の〈軽業〉に成功すれば棚の上を平衡
感覚を保って歩くことができる。成功した上で60フィート移動す
れば穴の外に出られる）。
　巨大なクリスタル：難易度20の〈魔法学〉判定に成功すれば、こ
の大図書館群の中の他のどこかに秘術の知識が蓄えてあり、このク
リスタルがその焦点として使われていたということがわかる。この
巨大なクリスタルの一部は本体から外れて下の穴に落ち、ウヴァイ
レンの知識の儀式に構成要素として使われた。
　柱：柱は遮断地形である。
　高い段：部屋の周囲の高い段は床より10フィート高い（登攀する
には難易度15の〈運動〉判定が必要）。
　階段：急な階段が床から高い段に通じている。この階段は “移動
困難な地形”である。

結末
　ゼントの兵は、もし捕虜になったなら、「フォーデルがダイアモ
ンド・スタッフを持っている。彼女と配下の屈強な傭兵たちは、北
の扉を開けたところにある通路の先の、大きな部屋にいる」と告げる。

報酬
　各PCは、このセッションにおいて謎に取りくみ戦闘に取りくん
だことにより、1人あたり650XPを得る。
　宝物：ゼントたちは1人あたり80gpを持っている。また穴の底
のかけらの下には1つの魔法のアイテムが埋れている（P.2の『宝物
表』を参照）。

エンディング
　部屋の守り手を打ち負かしたPCたちに、フォーデルを追ってゆ
くべき道は1つしかない。

　一行が戦闘の事後処理を終えたなら以下を読み上げること：
　高い段へ登る階段の先にあるのは、アーチ型の門です。ドラゴン
とゼントたちはこの門を守っていたのです。門をくぐった先には長
い、足音をこだまさせる通路があって、通路の床は黒っぽい磨いた
石でできています。通路の果てには、エルフのルーン文字を刻みこ
んだ大きな両開きの扉があって、今は開いています。前のほうから
女の声がします。なにごとかを静かに唱える声が。

　冒険者たちは最後のセッションに備えて小休憩を取ることができ
る。難易度の調整

　パーティの人数が4人なら、ドラゴンを1体、この遭遇から
除去する。パーティの人数が6人なら、ドラゴンを1体追加する。
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セッション8：  ホミルラの鍵
　一行は大昔の “歌の宝物庫” を探険し、ダイアモンド・スタッフの
現在の持ち主であるゼントの傭兵フォーデルに追いつく。

　PCたちの準備ができたなら以下を読み上げること：
　さて皆さんはずっと昔のウヴァイレンの民の残したパズルを乗り
越え番人を乗り越え、伝説に名を残す “歌の宝物庫”の奥深くに踏み
入りました。クリスタル井戸の部屋の高い段へ登る階段の先には
アーチ型の門があって、門をくぐった先には長い、足音をこだまさ
せる通路があって、通路の床は黒っぽい磨いた石でできています。
通路の果てには、エルフのルーン文字を刻みこんだ大きな両開きの
扉があって、今は開いています。前のほうから女の声がします。な
にごとかを静かに唱える声が。

クリスタル書庫
　両開きの扉の先で通路は下り坂になり、100 フィート（つまり
30m）ほど先で大きな部屋に通じています。部屋には高い段、中ぐ
らいの段、低い段と3つの段があって、まん中が低く、まわりが高
くなっています。まん中の一番低い段はきらめく水槽になっていま
す。アーチ形の天井の高さは頭上 40 フィート（つまり 12m ほど）。
水槽の上には複雑な形をした美しくきらめく縦長のクリスタルが8
つ、中空に浮かんでいます。風鈴か何かのような音色が、しずかに、
かすかに、部屋を満たしています。

　水槽のそばにヒューマンの女がひとり、黒い板金鎧を着て、透明
なクリスタルでできた長さ6フィート（つまり180cmほど）の杖を
両手でかかげています。女は空中に浮かぶクリスタルのひとつを見
つめて、エルフ語でなにごとかを唱えています。クリスタルの杖に
端から端まで象嵌されたルーン文字が銀色の光を放っています。他
の戦士たちは、黒っぽい鎧を着て女のそばに立ち、部屋じゅうに目
を配っています。

　大図書館のこの箇所は、ふだんは立ち入れないようになっている。
この大図書館群を築いた者たちは、ここに蓄えた知識は基本的にク
リスタル井戸の部屋（前回の遭遇の舞台）から利用するものと考えて
いた。
　〈魔法学〉判定に成功した者は、この部屋に強力な魔法が満ちてい
ることに気づく。クリスタルの彫刻を空中に支えている秘術の力も、
この部屋の魔法の一部である。
　〈魔法学〉難易度15：上古のエルフの王国の賢者や大魔道士は、
テルキーラとセルキーラとよばれる魔法の宝石に知識を保存した。
知識を収めるこれらの宝石は、通常は小さく、さしわたし1〜2イ
ンチほどであった。この部屋に浮かぶクリスタルでできた物体は、
巨大なセルキーラである。
　〈魔法学〉難易度23：知識の宝石のはたらきは、通常の書物と同
じように情報を蓄えるだけではない。呪文書としても使用でき、記
憶を保存することもでき、秘術の能力を分け与えあるいは教えるこ
ともできる。あるセルキーラは大魔道士に匹敵するほどの知識と呪
文発動能力を瞬時に授けることができたという。ほとんどのセル
キーラは一種の自我を有しており、おのれの主人たるにふさわしく
ないと判断した相手を滅ぼしてしまうといわれる。
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フォーデルとの対決
　黒い板金鎧を着た戦士はゼンタリムの傭兵隊長フォーデル。武術
と魔術の訓練を受けた歴戦の傭兵である。配下のゼントの兵たちが
見守るなか、フォーデルは浮遊するセルキーラに収められたこの書
庫の内容を慎重に検分している。冒険者たちは、難易度15の集団〈隠
密〉判定に成功すれば、敵の不意を討つことが可能である。一行が
不意討ちに失敗するか、すぐに攻撃しようとしなかった場合、フォー
デルは一行との問答を始める。

　フォーデルに言葉を発する機会が巡ってきたなら以下を読み上げ
ること：
　ダイアモンド・スタッフを持つ女戦士はなにごとかを唱えるのを
止め、宙に浮かぶクリスタルから一歩退きます。用心深くあなたが
たを見やり、剣の柄に手をかけて口を開きます。「おまえたちが誰
かは知らないけれど、この地下室を先に見つけたのはこっちだよ。
おまえたちが持ち出せるような宝は、ここにはない。エルフの宝が
目あてなら、他のところを探すがいい」

　フォーデルはPCたちがここで何をしているのかを突き止め、そ
の上で説いて去らせようと考えている。彼女はおよそどんな口約束
でもする（守るつもりがない以上あたりまえである）。PCたちの質
問に彼女がどう応じるかについては、以下のガイドラインを参照さ
れたい。
　おまえはここで何をしている？　「エルフの知識を読んでいるの
だよ。おまえたちにはわからぬ知識を。邪魔しないでほしいものだ
な」
　杖を渡せ。　「そうはいかないさ。けど、用がすんだら、お金と
ひきかえに売ってあげようじゃないか」（嘘。フォーデルには杖を渡
すつもりは毛頭ない）
　おまえはハップを攻撃したな。　「ああ、そのことかい。たしかに、
あのオークどもは、少しやりすぎたようだね。ここで仕事を終えた
ら、おまえたちと一緒にハップに戻って、傷ついた人がいれば治し
てあげようじゃないか」（嘘。フォーデルはハップにもその住人にも
何の興味もない）
　おまえはなぜバルセロを裏切ったのだ。　「シャドヴァーはもう
充分な秘術の力を得ていた。バルセロとその主人たちがエルフの上
位魔法を手に入れることだけは、絶対にあってはならない。ネザリ
ルとシャドヴァーを打ち破るための秘密は、たぶん、このクリスタ
ルの中にある――だから邪魔はしないでおくれよ！」

　PCたちが攻撃をしかけるか、「おまえに知識の宝石を調べさせは
しないぞ」という意志を表明したなら、戦闘が開始される。PCたち
がフォーデルと何らかの協定に至ったなら、フォーデルは作業を続
けようとするが、そこへ突然ドラゴン・カルトの手先が登場する。
『泥棒たちと狂信者たち』の遭遇へ進む。

泥棒たちと狂信者たち
遭遇レベル9

セットアップ
フォーデル（P）
ゼントの兵士（S） 3体

　この遭遇は普通、PCたちとゼンタリムのどちらかが攻撃をしか
けた時に始まる。PCたちがフォーデルと協定を結ぶに至ったなら、
フォーデルが知識の宝石を検分する試みに戻って数分後、ドラゴ
ン・カルトの手先が現れて遭遇をひきおこす。このカルト教団員が
戦闘の引金を引いたのであるなら、後の『展開』の項を参照した上で、
読み上げ文を適宜変更すべきである。

　戦闘が起ったなら以下を読み上げること：
　フォーデルは歯をむき出し、ダイアモンド・スタッフを武器のよ
うに振りかざして言います。「皆殺しにしておしまい！」
　ゼンタリムの戦士たちは武器を抜き放ち、進み出て打ちかかって
きます。

展開
　戦闘の3ラウンド目の開始時に、ドラゴン・カルトの手先がこの
エリアに踏み入り、扉のあたりで隊列を組む。

人間のカルト指導者
人間のカルト教団員 　12体

　カルト教団員が登場したなら以下を読み上げること：
　とつぜん、大図書館の入口のほうから、足音が入り乱れて聞こえ
ます。灰色のローブを着た人間のカルト教団員が 10 数人、部屋に
なだれこみます。一行を率いているのは見事な紫のローブを着た人
間の男です。
　フォーデルがふんと鼻を鳴らして言います。「ドレトクロヤステ
ルの手下どもか。そのうち来るだろうとは思っていたけれど、悪い
ことは重なるものね」そうしてあなたがたに向き直ります。怒りは
にわかに和らいでいます。「あのドラコリッチは杖を取り戻すつも
りでいる。そりゃあ困ると、おまえたちも思うだろう？　この狂信
者どもは、あたしたちだけじゃない、おまえたちも生かしておきは
しないよ。どう、争いは棚にあげて、力をあわせてこの犬どもを皆
殺しにしないかい？　さあ、はやくお答え」
　紫のローブの男が言い返します。「われわれはダイアモンド・ス
タッフを持つ者のみを排除する。見知らぬ人々よ、われわれに力を
貸し、ゼントどもを排除するのだ。そうすれば手あつく礼をしよう」

　PCたちがセッション5で打ち破ったカルト教団員は、この（もっ
と大きな）集団の一部だった。セッション5のカルト教団員に生き
残りがいるなら、彼らもここにいる。
　PCたちは、ゼントと手を組むか、ドラゴン・カルトと手を組む
かを選択できる。プレイヤーたちに “どちらに付くか” を決定するた
めの時間を与えること。プレイヤーたちがどちらにも加担しない場
合、ゼントもドラゴン・カルトも、戦力の半分を PC たちに向け、
もう半分を互いの争いに向ける。この場合フォーデルはPCたちを
攻撃し、カルト指導者はダイアモンド・スタッフを持っている者を
攻撃する。
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鍵　PCたちがどちらに加担するかを選択したなら、戦闘は即座に再

開される。もはやこれ以上の交渉の余地はない。カルト教団員たち
のイニシアチブをロールし、戦闘を継続すること。PCたちがどち
らかに加担するなら、一時的にPCたちの味方になった（元）敵たち
の攻撃ロールとダメージ・ロールはプレイヤーに行なわせてあげて
もかまわない。『戦術』も参照。

人間のカルト指導者	 レベル 7　制御役
中型・自然・人型
hp：77；重傷値：38	 イニシアチブ：＋3
AC21；頑健18、反応19、意志20	 〈知覚〉＋11
移動速度：6
標準アクション
m スタッフ（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋12対AC
ヒット：2d8＋3ダメージ。

C ワード・オヴ・サンダー／雷鳴の言葉（［装具］、［雷鳴］）◆無限回
攻撃：近接範囲・噴射3（噴射内の敵すべて）；＋10対“頑健”
ヒット：1d10＋6の［雷鳴］ダメージ。このカルト指導者は目標を3マスまで横
滑りさせる。

ミス：このカルト指導者は目標を1マス横滑りさせることができる。
R サブジュゲーション／鎮圧（［装具］、［魅了］）◆再チャージ 4 5 6

攻撃：遠隔・5（減速状態のクリーチャー1体）；＋10対“頑健”
ヒット：このカルト指導者の次のターンの終了時まで、目標は攻撃パワーを使
用できない。

移動アクション
カース・ジャンプ／位置交換の呪い（［瞬間移動］）◆遭遇毎

効果：近接範囲・爆発5（爆発内にいる減速状態のクリーチャー1体）；この
カルト指導者と目標は瞬間移動し、互いの位置が入れ替わる。

マイナー・アクション
C ドラゴンファイアー・カース／竜火の呪い（［装具］、［魅了］）◆無限回（1
ラウンド1回まで）
攻撃：近接範囲・爆発5（爆発内の敵1体）；＋10対“意志”
ヒット：目標は減速状態になる。このカルト指導者の攻撃が目標にヒットするか、
目標の攻撃がこのカルト指導者にヒットするたび、目標は5の［火］ダメージを受
ける。

技能：〈隠密〉＋8、〈自然〉＋11、〈魔法学〉＋10
【筋】10	（＋3）	 【敏】11	（＋3）	 【判】17	（＋6）
【耐】13	（＋4）	 【知】15	（＋5）	 【魅】14	（＋5）
属性：悪	 言語：共通語、竜語
装備：スタッフ、ローブ

人間のカルト教団員　12体	 レベル 7　雑魚　遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
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
AC21；頑健20、反応17、意志18	 〈知覚〉＋4
移動速度：6
特徴
バトル・ファーヴァー／戦いの熱狂
このカルト教団員の突撃攻撃がヒットするたび、目標はこのカルト教団員の次の
ターンの終了時まで戦術的優位を与える。

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）；＋12対AC
ヒット：7ダメージ。
技能：〈隠密〉＋8
【筋】14	（＋5）	 【敏】11	（＋3）	 【判】12	（＋4）
【耐】13	（＋4）	 【知】10	（＋3）	 【魅】13	（＋4）
属性：悪	 言語：共通語
装備：ローブ、クラブ

フォーデル（P）	 レベル 7　精鋭　暴れ役（指揮）
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：192；重傷値：96	 イニシアチブ：＋5
AC19、頑健20、反応18、意志19	 〈知覚〉＋4
移動速度：6
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
O タクティカル・インサイト／戦術的洞察◆オーラ5
フォーデルとこのオーラの範囲内の味方はみな、“自分以外のフォーデルの味方”
と隣接しているすべてのクリーチャーに対して戦術的優位を得る。

ゼント・ファランクス／ゼント方陣
フォーデルが味方に隣接している間、敵はフォーデルを挟撃することによっては
戦術的優位を得られない。

標準アクション
m ロングソードまたはスタッフ（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋12対AC
ヒット：2d8＋9ダメージ。

M ダブル・アタック／2回攻撃◆無限回
効果：2回の近接基礎攻撃を行なう。

C ウェポン・アーク／弧を描く武器（［武器］）◆再チャージ 5 6
攻撃：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内の敵すべて）；＋10対“反応”
ヒット：3d8＋7ダメージ、フォーデルは目標を1マス押しやることができる。目
標は倒れて伏せ状態になる。

ミス：フォーデルは目標を1マス押しやることができる。
トリガー型のアクション
クライ・オヴ・グローリー／栄光のときの声◆遭遇毎

トリガー：フォーデルから10マス以内の味方が、その味方に戦術的優位を与え
ている敵に攻撃をヒットさせ、しかもクリティカル・ヒットを与えない。

効果（フリー・アクション）：近接範囲・爆発10（トリガーを発生させた爆発
内の味方）；トリガーを発生させた味方は（通常のヒットのかわりに）クリティカ
ル・ヒットを与える。

技能：〈威圧〉＋11、〈運動〉＋12、〈魔法学〉＋9、〈歴史〉＋9
【筋】	18（＋7）	 【敏】	14（＋5）	 【判】	12（＋4）
【耐】	16（＋6）	 【知】	13（＋4）	 【魅】	16（＋6）
属性：悪	 言語：共通語
装備：プレート・アーマー、ロングソード、ダイアモンド・スタッフ・オヴ・ホミ

ルラ

ゼントの兵士（S）3体	 レベル 5　兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：63；重傷値：31	 イニシアチブ：＋6
AC21、頑健18、反応17、意志16	 〈知覚〉＋2
移動速度：5
特徴
ゼント・ファランクス／ゼント方陣
この兵士が味方に隣接している間、敵はこの兵士を挟撃することによっては戦
術的優位を得られない。

標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ、目標はこの兵士の次のターンの終了時まで減速状
態になる。

r クロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・15（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ。

トリガー型のアクション
M シールド・バッシュ／押し崩す盾（［武器］）◆無限回

トリガー：減速状態の敵が自らの意思でこの兵士に隣接するマス目を離れる。
攻撃（即応・割込）：攻撃・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ、目標は伏せ状態になる。

【筋】	18（＋6）	 【敏】	15（＋4）	 【判】	11（＋2）
【耐】	15（＋4）	 【知】	10（＋2）	 【魅】	12（＋3）
属性：悪	 言語：共通語
装備：スケイル・アーマー、ヘヴィ・シールド、ロングソード、クロスボウ、ボルト×
20
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戦術
　フォーデルは前線に立ってゼントを指揮する。配下の兵たちは
フォーデルのオーラとゼント・ファランクスの利益を得られるよう、
肩を並べて戦う。フォーデルはダイアモンド・スタッフの攻撃パ
ワーは使用するが、自分本来のパワーにこの杖の強化ボーナスやク
リティカル時のダメージを加えることはない。
　カルト教団員は突撃して近接戦闘に入る。カルト指導者は上の段
にとどまり、遠隔攻撃、遠隔範囲攻撃を行なう。カルト指導者は
PCたちと交した約束は守るが、新しい味方をワード・オヴ・サン
ダーに巻きこむことは気にしない。
　カルト指導者は教団員が1人もいなくなるまでは戦い、1人もい
なくなったなら逃亡する。フォーデルもまた、ゼントの兵士が1人
もいなくなったなら逃亡する。
　PCたちと手を組んだ勢力は、PCたちが約束を破るか敵対勢力が
打ち負かされるまでは、敵対しない。ゼンタリムもドラゴン･カル
トもダイアモンド・スタッフを欲しがっているため、もしPCたち
がダイアモンド・スタッフを手に入れようとするなら、生き残った
集団はPCたちに敵対する。

このエリアの特徴
　明るさ：光る縦長のクリスタルがこのエリア全体を “明るい” 光で
満たしている。
　きらめく水槽：水槽は深さ10フィート（水泳には難易度10の〈運
動〉判定を要する）。水中から水槽の縁へ這い上がるには1回の移動
アクションを要する。水には光輝のエネルギーがこもっている。自
分自身のターンをこの水中で終了したクリーチャーは5の［光輝］ダ
メージを受けるかわり、この遭遇の終了時まで［死霊］に対する抵抗
5を得る。
　浮かぶクリスタル：縦長のクリスタルは全高20フィート。各ク
リスタルの下端は水槽より10フィート上にある。
　階段：段と段をつなぐ階段は急であり、“移動困難な地形” として
扱われる。
　段：それぞれの段は一段階低い段よりも 10 フィート上にある。
上の2つの段には内側（訳注：部屋の中央に近い側）に低い壁がある
ため、段の端からの落下を防ぐためのセーヴィング・スローには＋
2のボーナスが付く。壁はなめらかである（登攀には難易度20の〈運
動〉判定を要する）。

報酬
　PCたちは、このセッションにおいてフォーデルに対応し戦闘に
取りくんだことにより、1人あたり800XPを得る。
　宝物：打ち負かした敵はPC1人あたり150gp相当の装身具、宝石、
貨幣を有している。またPCたちは ダイアモンド・スタッフ・オヴ・
ホミルラを手に入れる。

大図書館を開く
　PCたちがゼントとカルト教団員の双方を打ち負かしたなら、ダ
イアモンド・スタッフは彼らのものとなる。イマーニは彼らの帰還
を待っているが、PCたちがまず大図書館の中身を自分たちで調べ
るのは自由である。もちろんこのアーティファクトを自分たちのも
のにしてしまうのも自由である。
　歌の宝物庫のすべての情報を明らかにすることは冒険者たちの力
量を超える。だがパーティ内のPCはみな、この杖を用いてウヴァ
イレンの知識と魔法の力のごく一部に触れることができる。種族が
エルフまたはハーフエルフの PC や、〈魔法学〉を修得済みの PC は、
まずクリスタルを邪魔されることなく8時間のあいだ研究せねばな
らない（その間はクリスタルから5マス以内にいなければならない）。
この研究期間が終ったなら、グループ内の各PCはそれぞれ1ター
ンを費やして、杖を高くかかげ、以下の利益の中から最も望むもの
1つを選択する。

難易度の調整
　パーティの人数が4人なら、ゼントの兵士を1体とカルト教団
員を6体、この遭遇から除去する。パーティの人数が6人なら、
ゼントの兵士を1体とカルト教団員を4体、追加する。
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末◆ 〈自然〉、〈宗教〉、〈地下探険〉、〈治療〉、〈魔法学〉、〈歴史〉のうち、

好きなもの1つを修得済みにする。
◆ 【知力】、【判断力】、【魅力】のうち、好きなもの1つを永続的に

＋1だけ増加させる。
◆ 莫大な宝の山か特定の魔法のアイテムのありかについての知識

を得る（DMが判断）。

　各PCは要求した恩恵を即座に受け、そして選択は1度しか許さ
れないことを本能的に悟る（要するに杖を用いて2つ目の恩恵を受
けようとしても望む結果は得られない）。PCがそれでもなお2つ目
の望みを口にするならば、杖は消え去り、無作為な地点に瞬間移動
して、もっとふさわしい主人に発見されるのを待つ。
　上記のような永続的な利益は、いかなるキャンペーンにおいても、
普通でないできごとであることが望ましい。言わでものことだが、
PCたちが数千年前のエルフの書庫の秘密を手にするなどというこ
とはそうそう起きるものではない。DMはこのキャンペーンをさら
に続ける場合、大図書館のはたらきは多くのPCが力を引き出そう
とするほど、次第に不安定または危険になってゆく、ということに
してもよい。

ダイアモンド・スタッフ・オヴ・ホミルラ
Diamond	Staff	of	Chomylla ／ホミルラの金剛石の杖	
	 レベル11　レア

長さ6フィートのこの杖は1個の巨大なクリスタルから彫り出したものであり、先端には完
璧に透明な球体が付いている。
装具：スタッフ	 9,000gp
強化ボーナス：攻撃ロールとダメージ・ロールに＋3
クリティカル：＋2d8ダメージ、目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。
特性
◆使用者は知識判定とモンスター知識判定に＋3のアイテム・ボーナスを得る。
◆使用者は自分に対して話されたすべての言語を理解する。また、言語を有す
るすべてのクリーチャーに、自分の語ることを理解させることができる。
攻撃パワー（［魅了］）◆一日毎（フリー・アクション）
トリガー：敵にこの装具による近接攻撃がヒットする。
効果：トリガーとなるヒットを受けた敵は朦朧状態になる（セーヴ・終了）。
汎用パワー◆遭遇毎（フリー・アクション）
トリガー：使用者が〈自然〉、〈宗教〉、〈地下探険〉、〈治療〉、〈魔法学〉、〈歴史〉
のいずれかの判定を行ない、しかもその結果が気に入らない。

効果：判定を再ロールし、好きなほうの結果を使用する。

アドベンチャーの結末
　英雄たちがゼントとドラゴン・カルトの手下を打ち破り、ダイア
モンド・スタッフを手にしたなら、彼らの任務は成功裏に終る。い
まやPCたちは、発見したエルフの知識の宝庫をどうするか、捕ま
えた悪党をどうするかを決めねばならない。
　フォーデルが敗れたいま、ゼントたちとしてはダイアモンド・ス
タッフにもウヴァイレンの大図書館群にも未練はない。フォーデル
は独自に行動していたのであり、上層部に「私はこれからシャド
ヴァーとの取り決めに背いて、ミスルデイル周辺の森の中でエルフ
のアーティファクトを探します」と伝えてはいない。もし生き残っ
たならフォーデルは歌の宝物庫の秘密は自分の胸にしまっておき、
他の個人的な計画に取りくむ（将来の復讐のためにPCたちに目をつ
けるというのも計画のひとつ）。
　ドラゴン・カルト内のドレトクロヤステルの手先たちは杖を探し
続けるが、このアドベンチャーでカルト教団員たちが敗れたせいで
相応の不利をこうむる。彼らはドラコリッチの好意を得ようとして
いたため、イマーニと杖の関係に関する疑いを他人にはもらしてい
なかった。カルト内部の他の細胞にこのアーティファクトを見つけ
られてはたまらないと思ったのである。そしてこの秘密を知る者た
ちは今や死亡した。イマーニと杖の関係はもうしばらくは安全だる。
だがドラコリッチはものおぼえがよい。冒険者たちとダイアモン
ド・スタッフとの関係にまつわる噂が流れれば、ドラコリッチは当
然、復讐に燃えることとなる。
　もし魔道士バルセロが生き残っているなら、彼はネザリルのため
の陰謀を続ける。そして、もし冒険者たちに裏切られているなら、
必ず復讐してやると思っている。
　フォーデルの二枚舌は、ゼントがネザリルの支配に抵抗する、よ
り大きな動きの始まりに過ぎないことがわかる。シャドヴァーとゼ
ンタリムの大規模な抗争は近きにある。そしてこの緊急事態のため、
バルセロはPCたちを追跡することができない。
　賢者イマーニはもう、怪物の出る廃墟への危険な探険に手を出す
つもりはない。牙拳族の襲撃にあって、すんでのところで死を逃れ
た彼は、おのれの冒険の日々が終ったことを思い知った。しかしダ
イアモンド・スタッフは、再び必要になるまで、安全に保管してお
かねばならない。そこでイマーニは杖をもっときちんと管理できる
者に隠してもらおうと思っている。彼はPCたちの働きに感謝して、
ダイアモンド・スタッフを持ち帰ってくれたことに対して一人頭
500gpを支払う。さらに加えて地図、古い知識のかけら、その他何
か新しいアドベンチャーのヒントになりそうなものを提供する。
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翻訳：滝野原南生
翻訳協力：桂令夫、柳田真坂樹（D&D第４版 日本語翻訳チーム）
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■『ダイアモンド・スタッフを求めて』は、2013年に開催のD&D EncountersTM のアドベンチャー『Search for the Diamond Staff』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” 及び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

れているもので、この日本語版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、2014年12月時点のものです。
● D&D EncountersTM はプレイスペースがある店舗で開催するイベントです。開催には、ウィザーズ・プレイ・ネットワーク（WPN）で店舗、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、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。
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