対象年齢12歳以上

D&Dエンカウンターズ・ローンチ・ウィークエンド

クリスタル・シャードの影
1レベル・キャラクター用アドベンチャー
R・A・サルヴァトーレ ジェームズ・ワイアット ジェフリー・ラドウィグ

Credits

日本語版はしがき

Design
R.A. Salvatore, Jeffrey Ludwig, James Wyatt

たものである。アドベンチャーの途中や巻末に出てくるポスター・

Development and Editing
Greg Bilsland

ンロード版には付属していない。

マップ、戦術マップ等はその配布時に付属していたものだが、ダウ
本編中に出てくる『D&D Next』とは、現在英語版が発売中の D&D

D&D Group Manager
Mike Mearls

第 5 版の、プレイテスト用に配布されていたルールである。プレイ

D&D Producer
Greg Bilsland

ぶことは可能。

Senior Creative Director
Jon Schindehette
Art Director
Kate Irwin
Cover Illustration
Tyler Jacobson
Interior Illustrations
Ed Cox and Jason A. Engle

テスト版のルール配布は既に終了しているが、正式版の第 5 版で遊

運用上の注意
D&D エンカウンターズ『クリスタル・シャードの影』ローンチ・
ウィークエンドにようこそ。このアドベンチャーは『クリスタル・
シャードの影』の開幕部分をより詳細に肉付けしたものである（訳
注：『クリスタル・シャードの影』は DM による肉付けや創意工夫を
要求するところが多いが、このアドベンチャーは “こんなふうに肉
付けしてみるといいよ” という見本になっている）。この開幕部分で、
PC たちはフェイルーン “北方”の地のはてに行き着いて戻れなくなる。
テンタウンズ（十の町）と呼ばれる集落群は、外から、そして中から、

Graphic Designers
Leon Cortez, Matthew Stevens, Emi Tanji

脅威にさらされている。このセッションが終るころには、一行は自

Cartography
Mike Schley

のプレイヤーの決断いかんが、以後の D&D エンカウンターズ・シー

D&D Brand Team
Nathan Stewart, Liz Schuh, Laura Tommervik,
Shelly Mazzanoble, Chris Lindsay, Hilary Ross, John Feil
Prepress Manager
Jefferson Dunlap
Imaging Technician
Carmen Cheung
Production Manager
Donna Woodcock
Organized Play
Chris Tulach
Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast, Legacy of the
Crystal Shard, Heroes of the Fallen Lands, Heroes of the Forgotten
Kingdoms, Player’s Handbook, D&D Encounters, D&D, all other
Wizards of the Coast product names, and their respective logos
are trademarks of Wizards of the Coast LLC in the USA and other
countries. All Wizards characters and their distinctive likenesses
are property of Wizards of the Coast LLC. This material is
protected under the copyright laws of the United States of
America. Any reproduction or unauthorized use of the material
or artwork contained herein is prohibited without the express
written permission of Wizards of the Coast LLC. Any similarity to
actual people, organizations, places, or events included herein is
purely coincidental.
Published by Wizards of the Coast LLC. Manufactured by: Hasbro
SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont, CH. Represented
by Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge,
Middlesex, UB11 1AZ, UK.
Printed in the USA. ©2013 Wizards of the Coast LLC.
620B10594001 EN

2

このアドベンチャーは元来、D&D エンカウンターズ用に配布され

分たちの選択にもとづいて 1 つの道へ踏み入ることになる。ここで
ズンで（つまり『クリスタル・シャードの影』全体で）諸勢力間の均衡
に影響を与えることになるかもしれない。
このアドベンチャーは、『クリスタル・シャードの影』本編と同様、
D&D の複数の版で――第 3.5 版、第 4 版、D&D Next playtest rules
のどれでも――プレイ可能である。DM である君は、前もってイベ
ントの主催者に “私はこれこれの版のルールを使いたいです” または
“私は主催者の希望するどの版のルールでもいけます” と言っておく
べきである（訳注：このアドベンチャーは、本来『クリスタル・
シャードの影』発売記念イベント用のものであり、主催者とはその
イベントの主催者のことである。イベントで使用するのでない場合、
イベントに関する記述は無視して差し支えない）。
プレイヤーは 1 レベル・キャラクターを作成してこのアドベン
チャーを開始する。そこで、キャラクター作成に必要な資料を君が
用意すれば、主催者は大いに助かるだろう。つまり D&D Next なら
D&D Next playtest packet、第 4 版なら『D&D 第 4 版

プレイヤーズ・

ハンドブック』、『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ』、
『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダムズ』のいずれか、
第 3.5 版なら『D&D 第 3.5 版

プレイヤーズ・ハンドブック』である。

このアドベンチャーの店舗用キットには、『クリスタル・シャー
ドの影』本編にも収録されているポスター・マップ 1 枚と、遭遇の
舞台の 1 つを描いた戦術マップ 1 枚が含まれる。
http://dungeonsmaster.com/2013/10/
dd-encounters-legacy-of-the-crystal-shard-launch-weekend-preview/
（※ 英文のみ）

アイスウィンド・デイルに今年の冬は早く来た。テンタウンズ（十
の町）の民は追い詰められている。食物も物資も乏しく、十の町は
いずれも、自分だけは生き残ろうと、ねたみぶかい目を血走らせて
いる。町の壁の外では狼とイエティが荒れ野をうろついている。敢
えて荒れ野に行く旅人は少なく、行った者の帰ることは稀である。
“北方” の地ではレゲドの諸部族がささやきあう。“凍てつく乙女” だ。
冬の女神オーリルが、じぶんを崇めるのを止めた者どもを罰するた
めに、この世にあらわれたのだと。そうして “ケルヴィンの石塚” 山
の斜面では、古いおそろしいものが目覚めて、百年以上も前に始め
た征服行を今こそ成し遂げようと図る。
冬の冷たい手がアイスウィンド・デイルを包みこもうとするころ、
今年最後の隊商が、雪がデイルと外の世界とのつながりを断ち切る
前に “世界の背骨” 山脈の峠を越えてしまおうと四苦八苦していた。
この隊商に同行していた、手だれの冒険者の一行がある。アイスウィ
ンド・デイルに着いた彼らは、この地に 3 人の敵の脅威が迫ってい
ることに気づく。3 人のいずれも、アイスウィンド・デイルを手中
に収めるまでは決して手を止めようとはしない。PC 一行は、アイ
スウィンド・デイルの人々が奴隷の鎖につながれ死の運命を負わさ
れるより前に、悪漢どものたくらみをあばくことができるだろう
か？
たとえ首尾よく陰謀をあばいても、それで万事めでたしとはいか
ない。英雄たちは冬の怒りを押しとどめ、すべての敵の目論見をく
じくことができるだろうか。それともアイスウィンド・デイルを 1
つの悪から救ったものの、デイルが別の悪の手に落ちるのを、指を
くわえて眺める羽目になるだろうか？

背景
このアドベンチャーは、題名からもわかるように、R・A・サル
ヴァトーレの『アイスウィンド・サーガ』
（エンターブレイン、アス
キー・メディアワークス刊）等の小説シリーズ中の事件を基にして
いる。このアドベンチャーを遊び、楽しむために、上記シリーズを
読んでいる必要はない。しかし、アカル・ケッセルとクリスタル・
シャードがこの地方の歴史に果した役割を理解することは、このア
ドベンチャーの部分部分をきっちりと噛みあわせるために、きっと
役立つだろう。
『アイスウィンド・サーガ』にあるように、アカル・ケッセルは “秘
術団” に属する若い駆け出しの魔法使いだった。彼は同僚にそその
かされて師匠を殺害した後、アイスウィンド・デイルに置き捨てら
れた。“世界の背骨” 山脈の氷に覆われた斜面で凍死寸前のところで、
ケッセルはクレンシニボン（またの名をクリスタル・シャード）を発

の塵が残り、それは氷と融けあって新たな物質―― “黒い氷” となっ
た。クレンシニボンの邪悪な知性はもはや存在しない、だが黒い氷
はクレンシニボンの深い悪の痕跡をとどめている。それは黒い氷に

はじめに

はじめに

触れたものみなをゆっくりと腐敗堕落させてゆく。
アカル・ケッセルとクリスタル・シャードにまつわる記憶は薄れ、
伝説となっていった。そんなある時、ここに蛮人部族から追放され
たひとりの娘がいた。名をヘドラン・アーンズファースという。娘
は冬の女神オーリルの “選ばれし者” となり、必ずアイスウィンド・
デイルの民を “凍てつく乙女” オーリルの信仰へと導こうと誓った。
彼女は野獣と雪を操る “氷の魔女” となり、その怒りを蛮人の諸部族
ならびにテンタウンズに向けている。捨て置けばこの魔女は主（＝
とざ

オーリル）を助けてアイスウィンド・デイル全土を永遠の冬に鎖す
だろう。
同じころ。近年復活をとげた“秘術団”の一員、ヴィーリシュ・ギャ
ントという男が、テンタウンズの交易網に食いこんでいた。狙いは
この地域全体を自分の支配下に置くこと。ギャントはラスカンの海
賊の一派レスナー党のならず者やごろつきどもと手を組み、この地
域の商業中心にあたるブリン・シャンダーで、人々を脅して保護料
を巻き上げるというビジネスを確立した。その手先はテンタウンズ
じゅうに広がってギャントの支配をより確固たるものにしようとし
ている。
かてて加えて、氷雪の重みの下に一世紀を経てアンデッド化した
魔道士アカル・ケッセルが、いま解き放たれて再びアイスウィン
ド・デイルを悩ますべく戻ってくる。今度こそ征服を全うし、かつ
て手向かいした奴ばらに復讐を遂げようと。この者はクリスタル・
シャードの遺産である黒い氷の影響力を広げて、内紛によってアイ
スウィンド・デイルの力を削ぎ、デイルの壊滅に至る道を開こうと
している。

アドベンチャーの概要
英雄たちのアイスウィンド・デイルへの到着は気づかれずにはい
なかった。彼らを連れた隊商が峠を抜け、“世界の背骨” 山脈の北の
斜面を下ってゆくのを、“氷の魔女” は動氷海の塔から見ていた。魔
女はテンタウンズの者たちを困らせるために、イエティの一団を
送って、隊商を目的地に着く前に壊滅させてやろうとした。
このアドベンチャーには以下のイベントが含まれる。
アイスウィンド・デイルへの到着：苦労の多かった、たいへんな旅
を終えて、隊商はアイスウィンド・デイルに辿り着き、いまやブリ
ン・シャンダーの町に向けて最後の旅程をこなそうとしている。隊
商の者たちはテンタウンズに着いたらあれをしよう、これをしよう
と話し合っている。

見した。この邪悪なアーティファクトはケッセルを支配し、彼に驚
くべき力を与えた。ケッセルはシャードの力を使って、シャードと
よく似た外見の魔法の塔クリシャルティリスをつくりあげた。そう
して “世界の背骨” 山脈に住む野蛮な人型生物の軍勢を率い、テンタ
ウンズ（十の町）の征服をくわだてた。だがテンタウンズとレゲドの
諸部族の連合がこれを食い止めた。ドリッズト・ドゥアーデンとそ
の仲間たち（ドワーフのブルーノー・バトルハンマー、ヘラジカ族
のベオルネガーの息子ウルフガー、ハーフリングのレギス、キャッ
ティ・ブリー）もまた、アカル・ケッセルの野望を阻止するのに、
大いに力を貸し力をつくした。
クリスタル・シャードはついには破壊されたが、破壊される前に
アイスウィンド・デイルに永続的な痕を残していた。水晶の塔（＝

D&D エンカウンターズへのつながり
このセッションはこれから開始されるD&Dエンカウンターズ・
シーズン
『クリスタル・シャードの影』への導入部となる。このセッ
ションに参加したプレイヤーは、キャラクターを
（手に入れた XP
および宝物も含めて）エンカウンターズ・シーズンに持ち込むこと
ができる。
（訳注：このコラムは D&Dエンカウンターズ開催にあわせて付
されたものである。D&Dエンカウンターズ・シーズン
『クリスタル・
シャードの影』
は既に終了している）

クリシャルティリス）の立っていたあちこちの土地には、崩れた塔
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ている。熊の革でできた茶色い防寒外套をはじめとして、旅装束は
ごく飾り気のない、品のいいもの。ただし大きな都市に入るときだ

悪化し、隊商はくだんの荷馬車とその持ち主を後に残しても前進せ

けは、土地にあわせた飾りものを身に着ける。ウォーターディープ

ざるを得なくなる。

なら胸ポケットから色あざやかなハンカチをのぞかせ、ラスカンな

イエティ、門に迫る：隊商がブリン・シャンダーに入ろうとするま
さにそのとき、イエティの群が追いつく。この遭遇は 3 つのステー
ジで構成されている。
1. イエティを食い止めろ：英雄たちはすべての荷馬車が門をくぐ
るまで隊商を守りぬかねばならない。
2. 壁を守れ：イエティの群は町の壁をよじ登りはじめる。英雄た
ちはこれを壁から追い払い、門内への突入を防がねばならない。
3. 門を閉めろ：最後尾の荷馬車がぶじ町に入ったなら、英雄たち
は残敵を追い払い、門を閉じねばならない。
なすべき仕事：イエティを追い払ったなら、英雄たちは門を守り

ら格子縞のバンダナをかぶり、アイスウィンド・デイルなら外套に
骨細工の止め具をつける、といったぐあい。
背景：ベオルネ・スチールストライクは隊商を率いるのに慣れて
おり、取引でもやり手である。ソード・コーストじゅうの大道小道
を、今の世の誰にも負けぬほどよく知っている。ベオルネは、キャ
ンドルキープ砦で単純労働に従事する、信心深くつつましい両親の
もとに生れた。幼いベオルネは、この要塞化された修道院の壁より
外にあるものの話に心ひかれた。仕事を選べる年齢になると、ベオ
ルネは隊商に入ってウォーターディープに行き、再び故郷には戻ら
なかった。

ぬいたことを賞賛される。戦いを目にした 3 人の者が一行に接触を

それが 100 年以上前のこと。以来、ベオルネはオームー以北の大

はかる。3 人はいずれも一行に力を貸してもらおうとしている。ど

きな町や都市にはあらかた行ったことがある。若いころは危険な探

の頼みを受けるかによって、一行は来るべき D&D エンカウンター

険行にも出れば、ソード・コーストじゅうの名高い、あるいは悪名

ズ・シーズン中で 3 つの異なる道を行くことになる。どの道の先に

高い人々と秘密の取引もして、ずいぶん金をもうけもしたし損もし

も、アイスウィンド・デイルの運命の天秤を傾け、テンタウンズに

た。しかし年を重ねて、漂泊の思いはさておき、危険を好む度合は

救済を――あるいは破滅を――もたらす事件が待っている。

減った。今では世の人の通る商業路をせっせと行き来し、あるいは

主要キャラクター

他人の探険行に道案内として雇われて、そこそこ金をもうけている。
旅暮しのなかで、ベオルネは広範な技術と知識を身につけた。き

このアドベンチャーで登場する NPC をここに挙げる。DM が彼ら

ちんと訓練を受けた戦士というわけではないが、一通りは斧を使え

のロールプレイをする必要が生じた時には、以下の情報が役立つで

る（オークも山賊もベオルネを襲う前に「いや、ちょっと待てよ」と

あろう。

考え直す、というくらいには）。またベオルネは 6 つかそこらの言

アルド・フェッチャー
アルド・フェッチャーは頭のはげかかった中年男で、少し猫背で
歩く。服装は粗末で、厳しい道中には明らかに慣れていない。取引
相手にも町のお役人にも食い物にされてきたもので、よそものを見
ると決って身構える。厳しい人生に慣れており、不幸に見舞われて
も助けを期待せず、助けを求めることすら思いつかない。

語を話し、その倍ぐらいの言語を解する（これはおおむね、信用で
きない取引相手にゴマかされずにすむように、である）
。彼は土地
土地の知識に通じた生き字引だが、ただ個々の場所や事件に関する
知識は、自分で言うほど最新のものとは限らない。

ヘルダ・シルヴァーストリーム
ヘルダ・シルヴァーストリームは灰色の目をもち、長い赤黒い縮

背景：アルド・フェッチャーはファイアーシアの町からやって来

れっ毛を、細かく幾筋にも束ねて後ろへ流している。シルヴァース

た、ありふれた商人である。これまでの生涯のほとんどを、ファイ

トリーム氏族の銀のぬいとりをした青いフード付きマントを、銀の

アーシアの鉱山に次から次にやって来る新しい住人に色々な物を

留め金で留めている。留め金がドワーフの戦斧のかたちをしている

売って過ごしてきた。仕事はいつも充分あったが利益は薄かった。

のは、彼女が “ミラバーの斧”（訳注：ミラバーの民兵隊）の戦士であ

店の家賃を払い、営業許可に対する手数料まで払ってしまうと、少

ることを示すもの。

しでも黒が出れば儲けもの、というのが例年のことだった。アルド

背景：シルヴァーストリーム氏族とバトルハンマー氏族の通婚に

は最近やっと、「おれは人生の最良の時期を、鉱夫たちと同様の貧

よって生れた若いドワーフ、ヘルダ・シルヴァーストリームは、父

乏の中でもがいて過ごし、しかもほとんど何の見返りも得ていな

方の狡知と母方の勇猛を兼ね備えている。賢明でもあれば世慣れて

い！」と悟った。彼は自分の運命を変える決心をした。乏しい蓄え

もおり、まだ 60 歳だというのに、おじ（＝ドワーフの谷の長である

を最後の一片までかき集め、そのうえ数件の借金までして、高い交

ストケリ）が多くの長い冬のうちに見たよりもずっと広く世の中を

易品を少しばかり買い求めた（本来、南の町々での需要にこたえて

見てきた。ヘルダは子供のころ、バトルハンマー氏族の大げさな物

海路で送られる大量の貨物の一部だったものである）。いいお値段

語を聞き、母の氏族がミスラル・ホールで栄華をきわめたさまを聞

の品々を一通り揃えたアルドは、町に新しくやって来た起業精神に

いて育った。そうして 35 歳の若さでミスラル・ホールへの旅を志

富む人物に店を売って、その金で荷馬車を 1 輌と馬車馬を数頭買い、

した。それは父母の望みにもドワーフ社会のしきたりにもないこと

北方のアイスウィンド・デイルへ行く今季最後の隊商に入って、今

だった。父はストケリに「娘が谷を出てゆくのを禁じてくだされ」と

度こそ一儲けと勇み立った……

頼んだ。だが老シルヴァーストリーム（＝ストケリ）はヘルダに祝福

ベオルネ・スチールストライク

はじめに

急転悪化：ブリン・シャンダーへの道中、隊商をクラグ・キャッ
トが襲う。戦いの最中、荷馬車のうち 1 両が損害を受ける。天候は

を与えて送り出した。それは自分が名高いドワーフの砦（＝ミスラ
ル・ホール）を見たことがないのを後悔していたからかもしれぬ。

ベオルネ・スチールストライクは、生涯の大半を旅に送ってきた

あるいは、何を言おうと決心を固めた若いドワーフを止められるも

せいで、ドワーフにしては痩せている。あごひげには年より早く灰

のではないと観念していたからかもしれぬ。いずれにせよヘルダは

色が混じっているものの、活力はほとんど無尽蔵と言ってよい。髪

南へ行く次の隊商に加わってアイスウィンド・デイルを離れた。

の毛は伸ばしっぱなしだが、ひげはきちんと 2 つのふさに編んでい

ヘルダの激しい気性は “ケルヴィンの石塚” の谷間で鍛えたものだ

る。旅の間は、日焼けした顔に影を落す、つばの広い帽子をかぶっ

が、腕前のほうはミスラル・ホールの深みで鍛えたものである。ミ

5

5

スラル・ホールで彼女は母の一族から採鉱、鍛冶、戦、交渉のわざ

や部下の生命に対する脅威は決して看過しない。しばしば傭兵を雇

を学んだ。彼女は実に熱心に学んだ。それはもともと学習に多くの

う理由があること（と、そしてテンタウンズの住民の多くは、何ら

時間を割くことのできぬ過酷な土地で育ったからであったかもしれ

かの意味で、はみだし者であること）から、マーカムは冒険者に対

ない。“ケルヴィンの石塚”のドワーフたちは、守りの堅い谷間にあっ

しても、冒険者が時おり持ちこむもめごとに対しても、大方の町の

ても、やはり冬ごとに生存のために戦い、食糧その他の資源を求め

保安官よりも寛大である。だが “厄介者が許容範囲を超えた” と判断

て狩をし、オークや巨人その他の怪物が谷を奪い取ろうと攻めてく

したなら、マーカムは迅速かつ徹底的にこれを裁く。

るのを防がねばならなかった。アイスウィンド・デイルの氏族の者

シナリオの開始

たちは、ただ生きるために身を労して働かねばならず、諸学を修め
るなどという贅沢は許されなかった。
故郷とは打ってかわって、ミスラル・ホールでのヘルダの暮しは、
もっぱら学問に費やされた。ミスラル・ホールのドワーフたちは、
歴史の大きな流れを感じていた。なにしろ、その流れこそが、今の
彼らが享受する富と安楽をもたらしてくれたのである。繁栄を続け
る鍵は急いで仕事をすることではなく、むりに辛い仕事をすること
でもなく、ドワーフ族が数百年にわたって蓄えてきた知恵を適切に
学習し応用することにあると、彼らは心得ていた。バトルハンマー
氏族の者には、勇気は学ばずとも自ずと備わる。忍耐の徳こそは強
いて学ばねばならぬものである。
さて、しかしヘルダは残りの冬々を――残りの人生をずっとミス
ラル・ホールで過ごそうとは思っていなかった。ミスラル・ホール
で 10 年過ごしたのち、自分の人生と幸運を求めてミラバーへ移り、

D&D ローンチ・ウィークエンド・イベントを始めるにあたり、全
てのプレイヤーはキャラクター・シートを受け取り、そのイベント
でのプレイに用いる版（3.5 版、4 版、Next のいずれか）のルールを
用いて自分のキャラクターを作成するべきである。このキャラク
ター作成時間は 30 〜 45 分の範囲に収めることが望ましい。
モンスター：このシナリオで必要となるモンスター・データはす
べて、この冊子の P.13 に載っている。このシナリオを通じて、何も
のかの名称が太字で書かれている場合、そのデータが P.5 に記載さ
れていることを意味する。

アイスウィンド・デイルへの到着
このアドベンチャーの開始時において、キャラクターたちは、ア

この都市に家を構えた。しかし家に留まってはおらず、“北方” 全土

イスウィンド・デイルの町ブリン・シャンダーを目指す旅路の最後

を旅して回り、自分の金属細工や装身具を、ウォーターディープか

の行程を進んでいるキャラバンと同道している。1 ヶ月近い長旅の

らアイスウィンド・デイルまでの広い土地に住むお得意さまがたに

せいで、キャラバンの誰もが疲れきっている。このキャラバンは

売り歩いている。

12 両の荷馬車と同数の商人、キャラバンの護衛 4 人（これは PC たち

保安官マーカム・サウスウェル

とは別である）から構成されている。キャラバンの積荷のほとんど
は、南方産の衣類と食料品である。

保安官マーカムは中年の男で、黒みがかった赤茶色の髪を短く刈

目的地の近くまで来た今、旅人たちはブリン・シャンダーの宿と

りこみ、口ひげと山羊ひげを生やしている。いつも保安官の任にあ

酒場で自分たちを待っているもてなしについて熱を込めて話してい

るので、柔軟なレザー・アーマーを着て、腰にロングソードとダガー

る。

をたばさんでいる。これから戦闘になるぞと思った時だけはチェイ
ン・シャツを着る。
背景：ブリン・シャンダーの町の保安官マーカム・サウスウェル

皆さんがフェイルーンの北の果て、アイスウィンド・デイルと呼

は、この町の代表ドゥヴェッサ・シェーンによって任命され代表の

ばれる極寒の地へ向かうキャラバンの護衛契約にサインしたのは

意向に従う、町の防衛責任者である。マーカムは町の民兵の訓練と

1 ヶ月前のことでした。“世界の背骨” 山脈の南側の斜面を登る道も

治安の維持も担当している。彼はふだんは 20 名の衛兵からなる常

相当険しかったのですが、この山並みを越える峠道の危険に比べれ

備軍の指揮権を有しているだけだが、緊急時には 400 名の軍隊を招

ばはるかにマシだったと思えてきます。荷馬車の列がようやくアイ

集できる。そのほとんどはスピアとロングボウで武装した町民であ

スウィンド・デイルへの下り坂を降り始めた時、旅の終わりが近づ

る。

いていることを知ったキャラバン一同は一斉に安堵の溜息を洩らし

マーカム保安官は “町を守るための仕事”（これはブリン・シャン

ました。……それも、もう 5 日前のことです。

ダーの門を出入りする交易の維持に関連したあらゆる任務を含むあ

最初にデイルを眺めた時の記憶は、もはや遠い過去のように思え

いまいな定義である）に冒険者を雇う権限を与えられている。ただ

ます。不毛のツンドラを渡る 5 日間の旅路で、足は痛み、腹は空腹

しこれには町の出納長の同意が必要であり、従って代表の許可を得

に鳴っています。凍てつく風が暖かい土地の記憶をこそげ落として

る必要がある。狡賢い商人やその他の利害関係者はしばしば保安官

いきます。夜は荷馬車を円形に並べて少しでも風を防ごうとします

に「必要経費はこちらが持つから、町からの依頼ということにして

が、うめき声のような風の音は絶えず付きまとって離れません。

冒険者を募集してくれ」と頼む（その際にマーカムへ若干の “手数料”

しかし今朝、キャンプを片付けているキャラバン一行には活気が

が渡されるのは当然のなりゆきであろう）。そうとは知らぬ冒険者

あふれています。キャラバンを率いるドワーフのベオルネ・スチー

たちが町当局からの公的な依頼だと信じて仕事を引き受け、危険で

ルストライクが言うには、皆が今日一日全力で進めば日が沈む前に

いかがわしい使命を――普通であれば「おれたちがこれを実行して

目的地に着けるかもしれないとのこと。やむをえない事情が無い限

得をするのは誰だ？」と疑問を抱くはずの仕事を遂行する羽目にな

り、この過酷な荒れ地でもう一晩過ごしたいなどと思う人は誰もい

り、意図せずして正体不明の雇い主のために働くことになる場合も

ないので、皆が急いで荷馬車に馬をつないでいます。

ある。だがブリン・シャンダーを行き来する交易は常に盛んであり、

皆さんの旅の道連れである商人や護衛たちは、出発の準備をしつ

代表も冒険者も “こと” の裏を見抜けるほどには賢くないことが多い。

つ、目的地である交易町ブリン・シャンダーで自分たちを待ってい

マーカムは確かに職権を利用して大喜びで小遣い稼ぎをしている

るもてなしについて話しています。ベオルネは「積荷を片付けた後

のだが、仕事自体はまじめにやっており、ブリン・シャンダーの町
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以下の文章を読み上げるか、適切に言い換えること：

は、“ごきげんケルヴィン” 亭まで一直線だ！」と大声で言いながら、

ラグ・キャットが隠れている。この猫はほとんどの荷馬車が通り過

ランデーを 1 杯やれば、どんな暖炉よりも早く体があったまるぞ！」

ぎるまで待ち、隊列の最後尾に襲いかかる。

ベオルネが勢いよく御者席に乗り込んで手綱を鳴らすと、キャラバ
ンはガラガラと音を立てて進み始めます。

各プレイヤーに、各自のキャラクターがキャラバンの隊列のどの

急転悪化

隊列の最終確認をしています。「フレイムビアド印のファイアーブ

あたりを守っているのか確認すること。加えて、いずれかのプレイ
ヤーが危険に警戒するという意思表示をしていたなら、それらの

DM は適切だと思うならば、時間の許す限りにおいて、キャラク
ターたちに他の旅行者と話をさせ、そのやりとりをロールプレイし

キャラクターに、クラグ・キャットに気づくための難易度 20 の【判
断力】判定を行なわせること。

てもよい。DM はこの機会を用いてヘルダ・シルヴァーストリーム
の口から、彼女がこの地域とどんな縁があるのかを語らせたり、ア
カル・ケッセルがデイルにもたらした戦争（『背景』の項参照）につい

いずれかの英雄がクラグ・キャットに気づいたなら、以下の文章を
読み上げること：

て語らせることができる。関連小説を読んだことのあるプレイヤー

キャラバンが丘のふもとを回りこもうとしている時、あなたは近

がいるなら、そのプレイヤーのキャラクターの口から語ってもらう

くの地面に露出した大岩の陰で何かが動いていることに気づきます。

のもよいだろう。ベオルネ・スチールストライクは相手に聞く気さ

降りしきる雪に紛れて、大きな牙を持った猫族の獣が腹這いに忍び

えあれば誰であれ、デイルの地理からブリン・シャンダーの酒場の

寄り、今にも跳びかかろうとしています！

酒の質まで、さまざまな情報を喜んでしゃべる。
物語を次に進める準備ができたなら、次の項目に移行すること。

急転悪化
以下の文章を読み上げるか、適切に言い換えること：
北へ進むうちに、だだっ広いツンドラは低い丘の連なりへと変
わってゆきます。ベオルネ・スチールストライクが言うには、ここ
から一番遠く一番高い丘にブリン・シャンダーがあるのだそうです。
丘陵地帯を目にしたキャラバンは頑張って進み続ける決心を新たに
したようです。有難いことに、岩がちで藪に覆われた斜面が風を遮っ
てくれます。そして、皆さんがツンドラを完全に抜けたころ、雪が
ひらひらと舞い降り始めます。
この丘陵地帯は、寒冷な気候に適応した虎の一種で、人喰いで悪
名高いクラグ・キャット（ “岩山猫”ほどの意）の狩場である（クラグ・
キャットは生まれつき探知魔法に対する完全耐性を有しているため、
人を襲うのに向いているのだ（訳注：データ・ブロックにそのよう
な記述はない））。この肉食獣は一人旅の旅行者を襲うのが普通だっ
たが、氷の魔女の影響が大きくなるにつれ、最近では充分に武装し
た集団すら待ち伏せして襲うようになった。そして今、キャラバン

ロールすること。もしクラグ・キャットが行動する前にキャラク
ターがこれを攻撃したなら、クラグ・キャットは自身のターンでそ
のキャラクターを攻撃する。そのキャラクターがクラグ・キャット
の攻撃できる位置にいないか、誰もクラグ・キャットを攻撃してい
ないなら、代わりにキャラバンの護衛の一人へと襲いかかる。護衛
への攻撃は自動的にヒットし、その護衛は気絶する。いずれの場合
でもクラグ・キャットの襲撃は馬車馬たちを怯えさせ、逃げようと
暴れる馬のせいで 1 台の荷馬車が横転して故障する。
不意討ちラウンドが終わったら、残りのキャラクターたちにイニ
シアチブをロールさせ、遭遇を続行すること。
英雄たちの誰もクラグ・キャットに気付かなかった場合は、以下の文
章を読み上げること：
キャラバンが丘のふもとを回りこもうとしているその時、突然
キャラバンの隊列の後ろの方から、怯えた馬のいななきと、御者た
ちの叫び声が聞こえてきます。降りしきる雪の向こうで、大きな牙
を持った猫族の獣がキャラバンの護衛にのしかかっているのが見え
ます。その護衛は武器を持っておらず、押し倒されて身動きできな

E D COX

が進んでいる道のすぐ近くの地面に露出した大岩の陰に、1 体のク

この遭遇は不意討ちラウンドから始まる。クラグ・キャットおよ
びクラグ・キャットに気づいたキャラクターのみがイニシアチブを
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い様子。近くの荷馬車の手綱をとっていた男はパニックを起こした

あまりといえばあまりな話に、荷馬車の手綱をとっていた男は固

馬を何とか制御しようとしていますが、馬たちは逃げようとして激

まって動かなくなります。そして男に背を向けたベオルネは、皆さ

しく引き綱を引き、その荷馬車は横転して壊れてしまいます。

んが見ていることに気づき、もごもごした声で「わしはこの馬鹿な
男以外にも多くの命を預かっとるんだ」とこぼします。そして厳し

開始位置：各プレイヤーにイニシアチブをロールさせ、自分の

い表情を少し緩めて言います。「神々はわしら一人ひとりに別々の

キャラクターが攻撃にどう反応するのかを述べさせること。この遭

使命を与えたもうた。おまえさん方がこの男を手伝うためにこの場

遇に戦術マップは用意されていないので、プレイヤーの望む行動が

に残りたいなら、そうしてもかまわんよ。わしとしては、あの化物

可能か否かは DM が裁定しなくてはならない。おおまかな指標とし

猫がまた襲ってきた時に備えて一緒に来てほしいところだが」

て、キャラバンの隊列の後方にいたキャラクターは第 1 ラウンドに
接敵して近接攻撃を行なえる。いっぽう隊列の前方にいたキャラク

ベオルネと残りのキャラバンは進み始める。クラグ・キャットに

ターは、遠隔攻撃を行なうか、第 2 ラウンド目に近接攻撃を行ない

襲われた護衛がまだ生きているなら、その護衛も一緒に連れて行か

たければ第 1 ラウンドをすべて移動に費やすしかない。降雪は視覚

れる。そして、破損した荷馬車の手綱をとっていた男と、その護衛

や遠隔攻撃に影響を与えるほどではない。

1 人だけが後に残される。

この戦闘の間、ベオルネ・スチールストライク、ヘルダ・シル

護衛を治療する：不意討ちを受けた護衛の傷は深く、適切な治療

ヴァーストリーム、およびキャラバンの護衛 3 人は、追加のクラグ・

を受けない限りブリン・シャンダーに着く前に死ぬだろう。冒険者

キャットが現れるのではないかと警戒しつつ、家畜を落ち着かせよ

たちがベオルネに同行しているならば、どんなキャラクターでも難

うとする。

易度 15 の【判断力】判定を行なうことで護衛の治療を行なえる。こ

クラグ・キャットの戦術：クラグ・キャットは自分のターンにおい

の判定に成功すれば彼の命は保たれる。戦闘中を含めた任意のタイ

て、誰にも接敵されていないなら、押さえつけているキャラバンの

ミングで護衛が魔法的な治療を受けたなら、彼はすぐに立って歩け

護衛に“とどめの一撃”を行なって殺害し、大岩の陰に死体を引きずっ

るようになり、次の遭遇にも参加することができる。

ていこうとする。接敵されている場合はその場所に留まり、間合い

アルドのもとに留まる：この荷馬車の持ち主であり手綱をとってい

内の敵を攻撃する。クラグ・キャットは家畜にも人型生物以外の獲

た男でもあるアルド・フェッチャーは、横転した荷馬車を起こし、

物にも興味を示さず、小型の敵や軽装鎧の敵を攻撃することを好む。

修理し、散らばった荷物を積み直し、馬を落ち着かせて荷馬車を引

hp が 1/4 以下になると、クラグ・キャットは逃走を試みる。

かせることができるようになるまで、決してこの場を去ろうとはし
ない。各プレイヤーに、各自のキャラクターがどうやってアルドを

クラグ・キャットを撃退した後、以下の文章を読み上げること：

手伝うかを述べさせること。以下の作業項目を読み上げて「どの作

獣の脅威は去ったものの、その爪痕は深く残っています。横転し

業を手伝う？」と尋ねてもよい。判定に 1 回失敗するごとに荷馬車

た荷馬車は明らかに壊れており、何十個もの木箱と紙箱が地面に散

の出発が 5 分遅れ、それによって一同がブリン・シャンダーに到着

らばっています。箱のいくつかは壊れていて、中身が新雪の上にぶ

した時点の状況に影響が及ぶ可能性がある（詳しくは後述）。

ちまけられています。荷馬車の手綱をとっていた男は悪態をつきな

F 馬車馬を落ち着かせ、からまった引き綱をほどく（難易度 10 の

がら、狂乱した馬を引き綱からほどこうとしています。近くにいる

【判断力】または【魅力】）

護衛たちはそれを手伝おうとせず、ありとあらゆる影と裂け目に危

F 横転した荷馬車を起こす（難易度 15 の【筋力】）

険が潜んでいるのではないかと怯えたようすで周囲の丘を見渡して

F 荷馬車を直す（難易度 15 の【筋力】または【知力】）

います。

F 落ちた木箱を積み直す（難易度 10 の【筋力】）

皆さんの後ろでベオルネ・スチールストライクが唸り声を上げま

F 木箱の中身を拾い集め、箱に詰め直す（難易度 10 の【知力】）

す。このドワーフは風雨に晒された顔で空を見上げていて、あご髭
にはうっすらと雪が積もっています。彼は「雪の降りが強くなって

遅れを避けるために積み荷の一部をあきらめるようアルドを説得

きとる」とつぶやいてから、うむむと唸った後、荷馬車の手綱を取っ

するには、難易度 20 の【魅力】判定が必要である。積み荷を全てあ

ていた男が悪戦苦闘中のところに向き直って大声を上げます。「積

きらめさせるなら難易度は 25 になる。

荷はあきらめろ！

今すぐ進まなけりゃ、日が暮れる前に雪に埋

まっちまうぞ！」
手綱をとっていた男はベオルネの指示に激怒します。「ようやく
ここまで来たってのに！

ブリン・シャンダーの壁のすぐ近くに荷

物を放置して、山賊に奪われ放題にしろってのか！

対してボーナスを与えたり、自動成功にしたりしてもよい。パー
ティーが 20 分以内にアルドと荷馬車を再出発させることができた

あんたが荷馬

なら、荷馬車はキャラバンがブリン・シャンダーに着く前に追いつ

車の修理を手伝ってくれないってんなら、せめて他の荷馬車に俺の

き、英雄たちは（まだ治療していないなら）負傷した護衛の治療も試

荷物を積ませてくれ！」

みることができる。20 分以内に再出発できなかった場合、アルド

ベオルネは悩ましげに天気を眺めてから、憂鬱そうに首を振りま
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このシーンでのキャラクターたちの行動の成否を判断するのは
DM の裁量に任せる。DM はふさわしいと思うならこれらの判定に

と英雄たちはブリン・シャンダーの門のところでキャラバンが攻撃

す。「日没までの時間をすべて移動に使わんと、ブリン・シャンダー

を受けているのを目撃する（詳細は次のセクションを参照のこと）。

にはたどり着けん。他の荷馬車に余分な荷物を積み込む余裕もない。

もし英雄たちがアルドの荷馬車の修理を手伝うために残らなかった

雪に埋もれる危険を冒すわけにはいかんのだ。お前さんの荷馬車が

り、修理が終わる前に彼を見捨てたなら、アルドとその護衛はブリ

直ったら、全力でわしらを追いかけなさい。追いついてこなかった

ン・シャンダーから 1 マイルのところで雪に埋もれ、このシナリオ

なら、天気が回復ししだい救助隊を送ろう。モラディン様がお前さ

には 2 度と登場しない（英雄たちが後日になってアルドを探そうと

んを護ってくれるだろうよ」

した場合、彼の運命ないし彼の最期は DM が決めてよい）。

このセクションは複数のステージに分かれた戦闘遭遇である。こ
のアドベンチャーのここまでの部分で起きた内容に応じて、以下の
読み上げ文を用いて遭遇開始時の状況を提示すること。その後、ス
テージ 1 から順番に 3 つのステージが発生する。
冒険者たちがキャラバンに同行している場合、以下の文章を読み上
げること:
雪はますます激しくなり、物悲しいうめき声をあげる風がまた吹
き始めます。キャラバンが段々と深くなる雪の吹き溜まりを抜けて
荷馬車を前に進めようともがいている間も、空はどんどん暗くなっ
ていきます。そしてようやく先頭の荷馬車が丘の斜面を登り始め、
ブリン・シャンダーを囲む大きな壁が見えてきます。
門の上の塔に立つ衛兵がキャラバンに歓迎の声をあげます。門が
開くにつれて、キャラバンの面々からは疲労に満ちた歓声が上がり
ます。そして荷馬車の列がのろのろと門をくぐっていきます。前の
方の荷馬車がキャラバンを出迎える町の人々と挨拶を交わすために
立ち止まるたび、後方の荷馬車の御者が怒鳴るのが聞こえます。と、
突然、後ろからの怒鳴り声が、絶望の叫びと声にならない悲鳴に変
わります。キャラバンが何者かに襲われています！
冒険者たちがキャラバンでなくアルドに同行している場合、以下の文
章を読み上げること：
雪はますます激しくなり、物悲しいうめき声をあげる風がまた吹
き始めます。アルド一行は日が沈む前にブリン・シャンダーにつこ
うと必死になり、段々と深くなる雪の吹き溜まりを抜けて荷馬車を
前に進めようともがいています。そして、闇が深まりつつある中、
ようやくブリン・シャンダーを囲む大きな壁が前方にそびえ立って
いるのが見えてきます。そして町の門から丘の途中までキャラバン
の隊列がうねうねと伸びているのも見えます。
キャラバン後方の荷馬車の御者たちが「早く町の中に入れてく
れ！」と怒鳴る声が、風に乗って丘の下まで聞こえてきます。と、
突然、吹雪の中から化け物じみた影がいくつも飛び出して、荷馬車
の隊列に襲いかかり、御者たちの怒鳴り声が絶望の叫びと声になら
ない悲鳴に変わります。キャラバンが何者かに襲われています！
この遭遇は本アドベンチャー付属の戦闘マップを使用する（訳
注：ダウンロード版には付属せず）。英雄たちに加えて 3 人の人間
の衛兵が、2 体は門の内側に、1 体は塔の上にいる。また、隊商の
護衛（人間の衛兵と同じデータ）も 2 体いる。英雄たちが負傷した衛
兵に魔法的な治療を施していたなら、追加で 1 体の人間の衛兵をこ
の遭遇に加えること。英雄たちが、アルドがブリン・シャンダーに
たどり着けるよう手を貸していた場合、さらに追加で 1 体の人間の
衛兵をこの遭遇に加えること。

このエリアの特徴

天候：暗い空と吹雪のせいで、視界は非常に悪い。この悪天候に

より、40 フィートより遠くにいるクリーチャーは視認困難を得る
（D&D Next においては lightly obscured（軽度の隠蔽）、第 4 版におい
ては部分視認困難、第 3 版（3.5 版）においては視認困難として扱う）。
また、吹きつける風により、松明などの覆われていない小さな火は
消えてしまう。
建物：建物の扉や窓はどれも施錠されていないので、中に入れる。
建物内から窓ごしに攻撃を行っている者は、建物の外からの攻撃に

対してなんらかの遮蔽を得られる可能性がある。建物の外壁を登る
には難易度 15 の【筋力】判定が必要である。屋根のひさしは地面か
ら 15 フィートの高さだ。
雪中の人影：襲撃の後も吹雪は猛威を振るい続けており、雪中に
逃げたイエティを追いかけようとしたすべてのキャラクターはすぐ
に追跡を諦めざるを得ない。ただし、壁を登っているか雪中に踏み

イエティ、門に迫る

イエティ、門に迫る

こんだキャラクターは皆、
（難易度 15 の【判断力】判定に成功すれば）
白いローブに身を包みヘラジカの角をあしらった冠をつけた女性の
姿をちらりと目撃する。この女性の姿はすぐに消え、後を追おうと
しても足跡は見つからない（この女性は氷の魔女の雪でできた

シミュレイクラム

分 身 であり、彼女はこの分身を通じて吹雪を起こしイエティたち

を操っていた。目的を達成した時点で分身は砕け散って元の雪に
戻ったのである）。
町の壁：この壁は高さ 30 フィート（約 9m）で、木と石の壁の間に
土や小石を詰めこんだものだ。壁の上部には通路と胸壁が設けられ
ており、壁を登るには難易度 20 の【筋力】判定を要する。
塔：門の上の塔は高さが 40 フィート（約 12m）あり、丸太と石で
組み上げられている。塔の基部からまたは壁上の通路から、塔の中
に入れる。階段を上って塔の頂上まで行くには、地上からは 80
フィートぶんの移動、胸壁の後ろの壁上の通路からは 20 フィート
ぶんの移動が必要となる。

ステージ1. イエティを食い止めろ
以下の文章をそのまま読み上げるか、適切に言い換えること：
身長は人間と同じくらいで全身が白く分厚い毛皮に覆われた怪物
たちが荷馬車に殺到し、さらには荷馬車を跳び越えて門の中に入り
こんで、凶暴な爪を振り回して大暴れし始めます。
塔の上の衛兵が「イエティだ！」と叫び、大慌てで手を振って、キャ
ラバンを出迎えにきた住民たちに近づくなと警告を発しようとして
います。そして、激しくなる一方の戦いの騒音の中から、キャラバ
ンを率いるベオルネ・スチールストライクの声が聞こえます。「残
りの荷馬車が門の中に逃げこむまで、イエティどもを食い止めてく
れ！」
荷馬車と馬を道沿いの DM が適切と考えた位置に配置する。各プ
レイヤーが自分の PC をマップに配置する際には、冒険者がキャラ
バンに同行している場合は PC を街の中に配置し、アルドと同行し
ている場合は門の外側に配置すること。その後 4 体の若いイエティを
門の内側に入ってすぐの場所に配置する。
各プレイヤーにイニシアチブをロールさせ、DM はイエティと衛
兵のイニシアチブをロールする。衛兵たちは全力を尽くして、イエ
ティを食い止めようとする冒険者たちを援護する。
DM はすべてのイエティを同一のイニシアチブ順でひとまとめに
処理し、衛兵たちも同じようにひとまとめに処理してよい。あるい
は、イエティと衛兵たちそれぞれを、いくつかのグループに分けて
処理してもよい。また、戦闘の処理を軽くするため、イエティと衛
兵がお互いを攻撃する際はダメージ・ロールを振らないことを選ん
でもよい。その場合、衛兵は若いイエティの攻撃が 1 回ヒットする
と死亡し、イエティは衛兵の攻撃が 2 回ヒットすると死亡する。
若いイエティ：このイエティたちは氷の魔女によって熱狂へと駆
り立てられ、血に飢えた戦闘者になっている。彼らは自分に近接攻
撃を仕掛けてきた冒険者や衛兵と熱心に戦う。敵に肉迫されていな
いイエティは町中を暴れまわり、馬を恐慌させ、荷馬車を叩き壊し、
住民を虐殺する。この時点でのイエティたちの関心は、冒険者を攻
撃することよりも、町中に破壊と混乱をまき散らすことに向いてい
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る。戦闘が進行する間、DM はイエティが巻き起こす様々な破壊的
行為を描写すべきである。すべてのイエティは殺されるまで戦い続
ける。

ステージ 3. 門を閉めろ
以下の文章をそのまま読み上げるか、適切に言い換えること：
また 1 台の荷馬車がよろよろと門をくぐって行きます。その脇を

荷馬車と馬：戦闘が始まった時、すべての荷馬車は動きを止めて

進むヘルダ・シルヴァーストリームの斧と盾は真っ赤な血に染まっ

いる。クリーチャーは判定なしに荷馬車の上に登攀することができ

ています。彼女はじりじりと後ずさりしながら叫びます。「馬車は

る。荷馬車の上にいるクリーチャーは荷馬車が動くたび難易度 10

これで最後よ！

の【敏捷力】判定を行なわねばならず、失敗すると荷馬車に隣接する
マスで伏せ状態になる。

門を閉じて！」

彼女がそう叫ぶやいなや、吹雪の中から巨大な怪物が姿を現しま
す。歳経たイエティです。その両手に並ぶ爪は黒曜石のナイフのよ

馬たちはイエティの存在によってパニックに陥っており、これを

うで、残酷な両目は凍てつく死を予感させます。この怪物は恐ろし

制御するのは難しい。馬たちはこの場から逃げ出したがっているが、

い叫び声を上げながら門に突進し、ちょうど門をふさぐ位置に立ち

逃げる場所はどこにもない。キャラクターは 1 回のアクション（訳

はだかります。そしてその背後から、さらに多くのイエティたちが

注：4 版では標準アクション）を消費して難易度 10 の【魅力】判定に

殺到してくるのが見えます。すぐさま門を閉じて閂をかけなければ、

成功することで、1 頭の馬を脅しつけるか制御を取り戻し、その馬

町の住民たちが虐殺されることは間違いありません。

かんぬき

を任意の方向に動かすことができる。
ベオルネ・スチールストライク：ベオルネは戦闘に参加せず、残り

ヘルダ・シルヴァーストリームと 2 体の人間の衛兵を壁の内部に配置

の荷馬車を門内に移動させることに専念する（彼はイニシアチブ・

し、1 体のイエティを門の中に入ってすぐの場所に配置する。新たな

カウント 0 の時点で行動する）。DM は毎ラウンド、彼が荷馬車を動

戦闘参加者のイニシアチブをロールするか、既存のイニシアチブ・

かしている様子と、奮闘する冒険者たちに激励の言葉を叫ぶ様子と

グループのいずれかに加えること。門に閂をかけるまで、各ラウン

を描写すること。

ドの開始時に 1 体の若いイエティが門の外側のマップの端に登場して

次に進む
第 3 ラウンドが終了するか、すべての若いイエティが倒れた時点
で、次の『壁を守れ』へ進む。

ステージ 2. 壁を守れ
以下の文章をそのまま読み上げるか、適切に言い換えること：

戦闘に加わる。
ステージ 1 と 2 の結果しだいでは、冒険者たちはこの時点で力が
尽きかけているかもしれない。もしパーティーがこの新しい脅威に
立ち向かえるだけの余力を残していないようであれば、DM は人間
の衛兵を増援として定期的に戦場に登場させてもよい。その場合、
できればイエティの相手を NPC に任せ、（NPC に門を閉じさせるの
ではなく）冒険者たちに門を閉じるチャンスを与えるとよい。

荷馬車がまた一台、無事門の中に入って行き、ベオルネが「もう

門扉を閉じる：この門は高さ 15 フィートの木製の重い両開き扉で

少しだ！」と叫びます。悲鳴や戦いの物音を聞きつけた町の衛兵た

ある。門に隣接するクリーチャーは 1 回のアクション（訳注：4 版で

ちが壁沿いに走ってきて戦いに加ろうとしています。しかし、さら

は標準アクション）を用いて、1 枚の扉を開けるか閉じるための難易

に多くのイエティが壁をよじ登り、あるいは門を突破して、衛兵た

度 10 の【筋力】判定を試みることができる。扉の開閉を妨害しよう

ちを圧倒しようとしています。

としているクリーチャーがいる場合、妨害者たちの【筋力】修正値の

ベオルネがうめいて叫びます。「あの獣どもがわしらの頭の上か
ら跳び降りて来ようもんなら、門を守るのは絶望的だ。急いで壁を
守ってくれ！」

合計をこの難易度に加えること。
門に閂をかける：両方の門扉を閉じた後、2 本の木の角材を所定
の場所に差し込むことで門に閂をかけることができる。そのための
角材は門の両脇の塔の 1 階に 1 本ずつ置かれている。角材の重さは

数体のイエティがすでに町中に侵入して暴れ始めており、町の衛

約 60 ポンド（約 27kg）であり、1 体のクリーチャーだけで持ち運ぶ

兵たちは彼らの対応で手がふさがっている。一方、冒険者たちは壁

ことができる。ただし、1 本の角材を門に差し込むには 1 回のアク

の上のイエティたちに対処しなくてはならない。2 体の若いイエティ

ション（訳注：4 版では標準アクション）を必要とする。1 本の角材

を壁上のそれぞれの端に（＝マップの両端に）配置し、彼らのイニシ

を差し込むだけで、イエティの攻撃から門を守るには充分だ。

アチブをロールすること。以後 3 ラウンドの間、ラウンドの開始時

イエティ：このイエティは門の正面に立ちはだかり、冒険者たち

になるたびに、1 体の新しい若いイエティが戦闘に参加し、いずれか

が門を閉じるのを妨害しつつ、門に近づく者は誰でも攻撃する。冒

の壁の端から登場する。

険者たちがイエティを門の外に押しやった上で門扉を閉めた場合、

イエティの戦術：このイエティたちは壁または塔の上にいる敵に

イエティはアクションを消費して門扉を開けるための【筋力】判定を

攻撃を集中する。これに該当する敵がいない場合、イエティは塔の

行なう。イエティは扉に閂がかけられるまでこれを続ける。このイ

頂上まで登り、壁の石材を剥ぎ取って壁の内側にいる敵に投げつけ

エティは死ぬまで戦い続ける。

ることもできる（＋ 4 対 AC；1d4 ＋ 2[ 殴打 ] ダメージ）
（訳注：4 版の

若いイエティ：若いイエティたちは門の内側に突入し、なるべく

場合はレベルに応じた攻撃ロールとダメージを用いること。http://

多くの敵と接敵できる場所を選んで近接戦闘を行なう。彼らは特に、

www.hobbyjapan.co.jp/dd/errata/dmg4th.html を 参 照 ）。 ま た、 壁

門を閉じようとしている冒険者を優先的に狙う。ステージ 1 および

上のイエティは下にいる敵めがけて跳び下りることもある（通常の

2 から生き残っている全てのイエティは町の中に侵入してマップ上

クロー／爪の攻撃だがヒットすると両者共に伏せ状態になる）。

から姿を消すが、最終的には町の衛兵たちによって撃退される。

次に進む
6 ラウンド目が終了するか、最後のイエティが倒れたならら、次
の『門を閉めろ』へと進む。

衛兵：冒険者から指示があった場合、衛兵たちは門を閉じようと
する冒険者を援護する。そうでない限り、衛兵たちはイエティとの
戦闘に専念する。
ヘルダ・シルヴァーストリーム：ヘルダは自分自身はイエティとの
戦闘に専念しながら、冒険者たちに門を閉じるよう何度も呼びかけ
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も運がよかった」と安堵すべきなのか、見当もつかないといった様

ため、この遭遇で彼女の hp が 0 以下になった場合は死亡せず、単

子。その一方、皆さんと目が合った衛兵たちは丁重な敬意を込めて

に気絶したことになる。

皆さんに頭を下げます。あなたがたの活躍がなければ、今回の事件

次に進む
門を閉じて閂を下ろした時点で、イエティの襲撃は失敗に終わる。
そして DM は次の『なすべき仕事』へ進むことができる。

はさらに酷いことになったかもしれないと分かっているからです。
さて、1 人の男が瓦礫の中を大股歩きで近寄ってきます。いかめ

しい表情を浮かべ、人に命令する立場らしい雰囲気を備えた男です。
彼が 1 人の衛兵を捕まえて何やら質問をすると、その衛兵は皆さん

まだ門の内側にイエティが生き残っている場合、DM はすべての

の方を指し示します。男は皆さんに近づいてきて、剣の柄頭に手を

イエティが倒されるまで戦闘を続行してもよいし、単純に「増援の

乗せたままぞんざいに会釈します。
「やあ、こんにちは。私はここ

町の衛兵が到着し、イエティは全滅しました」というナレーション

ブリン・シャンダーの保安官を務めている、マーカム・サウスウェ

で片付けても良い。戦闘続行を選択した場合も、なるべく早く戦闘

ルだ。我々は君たちに借りができたようだな。本日ここで、君たち

を終わらせること――戦いの危険も興奮も、もう過ぎ去ったのだか

の勇敢な行動が無ければ、今回の損害がより一層ひどいものになっ

ら。

たのは間違いなかろう。厚くお礼を申し上げたい。君たちの活躍は

なすべき仕事
以下の文章をそのまま読み上げるか、適切に言い換えること：
町の衛兵たちは防壁を奪還すべく迅速に行動します。壁の上から
降り注ぐスリングの弾と矢の雨が襲撃者どもを追い払い、荒野へ逃
げていく怪物の遠吠えが聞こえてきます。周囲を見渡すと、イエティ
たちがわずか数分の間に信じがたいほどの破壊をまき散らしていっ
たことが見て取れます。町中の通りは割れた木箱やひっくり返され
た荷車で塞がっています。門の近くの建物には、イエティの爪に引
き裂かれた穴や、イエティのせいで起きた火事による焦げ跡が残っ
ています。そして、むごたらしい人や馬の死体がそこらじゅうに転
がっています。皆さんの周りにいる住民たちはあまりの衝撃に呆然
としており、「こんなひどい目に遭うなんて、悪い呪いでもかけら
れたのだろう」と恐れるべきなのか、それとも「命が助かっただけで

なすべき仕事

る。彼女はこの後のアドベンチャーにおいて果たすべき役割がある

私から町の代表に報告しておく。もしかすると町に対する君たちの
貢献に対して代表から何かしらの謝礼が出るかもしれん」
そして衛兵が保安官を呼ぶ声が聞こえ、彼は皆さんへの興味を
失ったようです。「では、失礼する。戦いが終わっても、なすべき
仕事はあるのでね」と言い、マーカムはこの場を去っていきました。
戦いが終るとすぐに、ブリン・シャンダーでのできごとが、キャ
ラクターたちを『クリスタル・シャードの影』本編第 1 幕の複数の方
向へつき動かそうとする。冒険者たちは “自暴自棄の薬屋” には自動
的に気付く。加えて、遭遇後の行動しだいでは、愚痴を言う番兵た
ちの話を聞くか、ヘルダ・シルヴァーストリームと話をすることに
なる。この項の目的は冒険者たちを、本編第 1 幕の 3 つの章につな
がる 3 つの異なる道の出発点に立たせ、どれから手をつけるか選ば
せることにある。これらの筋書はいずれも、『クリスタル・シャー
ドの影』アドベンチャー本編の物語に続いていく。
自暴自棄の薬屋：リアドンという薬屋は、
（町の門を入ってすぐの
所にある）自分の店がイエティのせいで大損害を受け、自暴自棄に
なって荒れている。彼は保護の見返りに払った金のことを嘆いて大
声をあげる。「スリムの野郎、あれほど店を守ってさしあげますよ
と言っといて、いざとなるとこれだ！」冒険者たちがリアドンに話
しかけるか、リアドンが “冒険者たちが他の人々を助けていること”
に気付いたなら、彼は一行に、スリムという人物に渡した金を取り
戻すのに手を貸してくれと頼む。「店を修繕するのにあのカネが要
るんだ！」彼はスリムから取り返した金の半分を渡すと言い出す（彼
がスリムに渡した金額は 150gp）。加えて、一行に彼の店での割引
を約束する。店では火ぶくれ、吹き出物、熱にきく簡単な薬、抗毒剤、
寒さ防ぎの特別な軟膏を売っている。キャラクターたちがこの申し
出を受けたなら、リアドンは今晩スリムがよく立ち寄る宿屋“北見亭”
で会おうと言う。
冒険者たちが北見亭でリアドンと待ち合わせるか、後になってス
リムとその保護料商売を追求することに決めたなら、
『クリスタル・
シャードの影』の『秘術団』、その中でも特に『スリムとの対決』を参
照のこと。
愚痴を言う番兵たち：町の番兵 2 人が最前の襲撃についてブツブ
ツ言い、「あの野蛮人があいつらを町に呼びよせたんだ」等と言って
いる。それは何のことかと聞かれたなら、番兵は冒険者たちに、今
朝早くレゲドの部族に属する野蛮人が 1 人、何か物を盗もうとして
捕まった話をする。番兵たちは（テンタウンズの住人にはよくある
ことだが）厳しい冬が早く来たのも、野獣の襲撃も、レゲドの蛮人

JASON A . ENGLE

どものせいに違いないと思いこんでいる。テンタウンズの人間に
とって、捕まった蛮人は、責任を押し付けるのに便利この上ない。
番兵の 1 人は「だいじょうぶ。奴は必ず罪をつぐなうことになる」と
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言う。くだんの部族民、ヘンガー・イースンヴァールドは、今は町
の中央市場の柱に鎖でつながれている。厳寒の夜じゅうつながれて
いれば間違いなく死ぬだろう。
冒険者たちがこの蛮人と話すことにするか、彼の罪状を調べるこ
とにしたなら、『クリスタル・シャードの影』の『ヘラジカ族』を参照
のこと。
ドワーフの商人：隊商の馬車のうち 1 輛の持ち主、ドワーフの女商
人ヘルダ・シルヴァーストリームは、冒険者たちがイエティから隊
商を守ってくれたことに礼を言う。ヘルダは自分の最終目的地、“ケ
ルヴィンの石塚” 山のドワーフの谷まで私と私の馬車を護衛してく
れるなら（PC1 人あたり 20gp の）謝礼を払おうと申し出る。彼女は
もともと、おじのストケリ・シルヴァーストリームを訪ねてゆき、
話に聞いた “黒い氷でできた彫刻” をいくつか手に入れるつもりだっ
た。しかしここへ来て攻撃を受けたせいで、独りで行くのは危ない
と考えるようになったという次第。
冒険者たちに、ヘルダを護衛してブリン・シャンダーを出るより
前にこの町でやっておくことがあったり、他の “引き” を追求する都
合があったりするなら、ヘルダは 5 日間までなら待つ。一行が他の
仕事にかまけてそれ以上ヘルダをほうっておくなら（たとえばブリ
ン・シャンダーのごろつきどもと一悶着を起し、それからヘンガー
を部族に連れ戻すなど）、彼女は別口の傭兵の一団を雇い、英雄た
ち抜きで旅出つ。
キャラクターたちがヘルダを守ってドワーフの谷に行くなら『ク
リスタル・シャードの影』の『黒氷洞』を参照のこと。
町の人心：ブリン・シャンダーの人はみな、イエティのような怪
物や野獣の襲撃それ自体は珍しくもないと思っている。厳冬の到来
を告げる嵐が早く来てからのここ数週間、アイスウィンド・デイル
じゅうで、旅人はよくこんな目にあってきた。だが、デイルの中で
もこれほど町に近いところまで獣が出ばってきたのは初めてのこと。
普通なら、ツンドラ地帯に住むイエティは “ケルヴィンの石塚” 山よ
り南には来ないし、野生の熊や狼はテンタウンズや人間の旅人には
近づかない。

結末
セッション終了時、各キャラクターに使用している版に応じて以
下のように経験点を与えること：400XP（4 版及び 3.5 版）もしくは
100XP（D&D Next）。
『クリスタル・シャードの影』アドベンチャーのこれ以降の部分は、
ゲームショップで開催される次シーズンの D&D エンカウンターズ
で遊ぶこともできるし、自宅で続きを遊ぶこともできる。プレイヤー
たちに今日のセッションで選んだ道筋の続きを楽しんでもらうため
に、次の水曜日にまた来てもらうよう呼びかけること。『クリスタ
ル・シャードの影』の店舗キットの中には、このアドベンチャーを
D&D エンカウンターズとしてプレイするためのガイドラインが入っ
ている。

翻訳：桂令夫、塚田与志也
翻訳協力：日本語版翻訳チーム
（岡田伸、楯野恒雪、柳田真坂樹）
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ヘルダ・シルヴァーストリーム
レベル 2 撃破役
中型・自然・人型、ドワーフ
hp：34；重傷値：17；回復力使用回数9
イニシアチブ：＋2
AC16；頑健16、
反応14、
意志15
〈知覚〉＋3
移動速度：5
夜目
セーヴィング・スロー：
［毒］効果に対して＋5
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
ヘルダが引き寄せられるか、押しやられるか、横滑りさせられる際には常に、そ
の強制移動の距離を元の効果に書かれているよりも1マス少なくすることがで
きる。
ステディ・フッテッド／揺るがぬ足元
ヘルダは、
攻撃により伏せ状態にされる時、それを避けるためにセーヴィング・
スローを行うことができる。
標準アクション
m バトルアックス
（
［武器］）F無限回
攻撃：近接・1(クリーチャー1体);＋8対AC
ヒット：1d10＋4ダメージ。ただしヘルダが目標に対して戦術的優位を得てい
る場合は1d10＋7ダメージ。
【筋】16（＋4）
【敏】12（＋2） 【判】14（＋3）
【耐】17（＋4）
【知】11（＋1） 【魅】11（＋1）
属性：善
言語：共通語, ドワーフ語
装備：ハイド・アーマー、ライト・シールド、バトルアックス
人間の衛兵
レベル 2 雑魚 暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
XP31
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：＋1
AC14；頑健14、
反応13、
意志14
〈知覚〉＋2
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード
（
［武器］
）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：6ダメージ。
R クロスボウ
（
［武器］
）
F無限回
攻撃：遠隔15／30（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：6ダメージ。
【筋】12（＋2）
【敏】10（＋1） 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）
【知】10（＋1） 【魅】10（＋1）
属性：無属性
言語：共通語
装備：レザー・アーマー、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

イエティ
レベル 4 制御役
大型・自然・野獣
XP175
hp：58；重傷値：29
イニシアチブ：＋11
AC18；頑健16、反応15、意志16
〈知覚〉＋11
移動速度：6（氷渡り）、登攀6
夜目
抵抗：［冷気］5
特徴
O チリング・ウェイル／身も凍る叫び声Fオーラ3
このオーラの範囲内で自分のターンを終了した敵は5の
［精神］
ダメージを受
け、その敵の次のターンの終了時まで全防御値に−2ペナルティを受ける。
標準アクション
m クロー／爪F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。
C フィアサム・ハウル／恐怖の咆哮
（［恐怖］、
［雷鳴］）
F遭遇毎
攻撃：近接範囲・噴射4（噴射の範囲内の敵すべて）；＋7対“意志”
ヒット：1d8＋4の
［雷鳴］
ダメージ、
目標を3マスまで押しやる。
C ピアシング・シュリーク／つんざく叫び声
（［雷鳴］）
F遭遇毎
攻撃：近接範囲・爆発3（噴射の範囲内の敵すべて）；＋7対“意志”
ヒット：1d10＋5ダメージ。次の目標のターンの終了時に目標がこのイエティ
から5マス以内にいるなら、
目標は5の
［雷鳴］
ダメージを受ける。
技能：〈威圧〉＋9
【筋】18（＋6）
【敏】16（＋5） 【判】18（＋6）
【耐】18（＋6）
【知】10（＋2） 【魅】15（＋4）
属性：無属性
言語：――

データ

クラグ・キャット
レベル 3 兵士役
大型・自然・野獣
XP150
hp：49；重傷値：24
イニシアチブ：＋7
AC19；頑健17、
反応16、
意志15
〈知覚〉＋8
移動速度：8、
登攀4
夜目
標準アクション
m バイト／噛みつきF無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC。このキャットがクリーチャーを
つかんでいるなら、
他のクリーチャーにこの攻撃を行なうことはできない。
ヒット：2d6＋4ダメージ、
目標をつかむ
（脱出難易度15）。
M パンクチュアリング・ファングズ／突き刺す牙F無限回
効果：近接・1（このキャットにつかまれているクリーチャー1体）。目標は2d6
ダメージおよび継続的ダメージ5を受ける
（セーヴ・終了）。
技能：
〈運動〉
＋10、
〈隠密〉＋10、
〈軽業〉＋10
【筋】18（＋5）
【敏】19（＋5） 【判】15（＋3）
【耐】17（＋4）
【知】2（−3）
【魅】11（＋1）
属性：無属性
言語：――

若いイエティ
レベル 1 兵士役
中型・自然・野獣
XP100
hp：28；重傷値：14
イニシアチブ：＋3
AC17；頑健14、反応13、意志11
〈知覚〉＋5
移動速度：6（氷渡り）、登攀6
夜目
抵抗：［冷気］5
標準アクション
m クロー／爪F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d6＋1ダメージ。
M ツイン・クロー・グラブ／両の爪でつかむF無限回
効果：クローを2回使用する。2回の攻撃が同じ目標にヒットしたなら目標をつ
かむ
（脱出難易度12）。
C チャレンジング・ハウル／挑発の咆哮
（［雷鳴］）
F再チャージ：このイエティ
にマークされているクリーチャーがいなくなった時
攻撃：近接範囲・噴射3（噴射内の敵すべて）；＋4対“頑健”
ヒット：1d8＋4の
［雷鳴］
ダメージ、
目標はこのイエティにマークされる
（セーヴ・
終了）。
【筋】14（＋2）
【敏】13（＋1） 【判】10（±0）
【耐】12（＋1）
【知】9（−1）
【魅】11（±0）
属性：無属性
言語：――
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アイスウィンド・デイルで
悪がうごめく
アイスウィンド・デイルの住民たちは長年に渡って、この
北方の地の苦難の数々に耐えてきた。100 年前にこの地域
を震撼させた大事件も遠い過去の記憶となり、覚えている者
はごくわずかだ。だが倒されたものは滅び去ってはいなかっ
た。1 つまた 1 つ、テンタウンズに悪の勢力が集う。“北方”
の人々に史上最大の危機が迫りつつある。だが幸いにも、
彼らと共にこの危機に立ち向かう者がいる……
この『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』用アド
ベンチャーは、2013 年 11 月〜 2014 年 2
月にかけて開催された D&D エンカウンター
ズの公式プレイ・プログラムの導入用にデ
ザインされています。このアドベンチャーに
はフルカラーのバトルマップ 1 枚、導入用
の短編シナリオ1 本、D&D エンカウンターズ・
プログラムの説明、そしてこのアドベンチャー
を第 3.5 版、第 4 版、および第 5 版のプレ
イテスト版である D&D Next で遊ぶための
データが付属しています（訳注：日本語版
では 4 版のみ）。
本アドベンチャーは『クリスタル・シャー
ドの影』および『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』
第 4 版と一緒にご利用ください。

http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/
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