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因果応酬。もし悪事を働いたら、いまの人生のうち

かあるいは来世において報いを受ける、と考える人々
がいる。そして、犯した犯罪が特に凶悪な場合、その
報いはとても異常な形を取ることがある ― たぶん、自
然のものとは思えないほどに。

「チーム・ブラボー：憎悪の炎」は現代を舞台とする
冒険シナリオである。けれども、それは自然を超えた
力によって、完全には死んでいないクリーチャーなど、

ファンタジーの魅力的な要素も備えている。

準備
君がゲームマスター (GM) であるなら、この冒険を実

際に遊ぶために、『d20 モダン・ロールプレイング・ゲー
ム 基本ルールブック ( 以降「d20 モダン」)』が必要で
ある。この冒険においては火がテーマであるため、着
火と煙によるダメージについて、「d20 モダン」の P.191
を注意深く読んでおくこと。さらに、これらのルール
は冒険の中でコラムの形でも抜粋されている。

この冒険をスタートするためにはプリントアウトし
て、よく読んでおくこと。チャード・ワンと呼ばれる
新しいクリーチャーのための完全なデータは、冒険の
終わりに掲載されている。ほかのクリーチャーのデー
タは、彼らが出現するエリアの省略されたフォームに
掲載されている。影をつけられたボックスの中のテキ
ストは、声を出して読み上げるか、プレイヤーのため
に適切な言い換えをするべきである。

背景事情
影の侵食によって、危険なクリーチャーと不可思議

なエネルギーが現世を覆い始めている。PC たちは、" チー
ム・ブラボー " としての方がよく知られている、警察の
特別な調査部門の一員である。この部署は、奇異な点
のある事件を詳しく調査するために、警察によって設
立された。

みかじめ料を地元商人から巻き上げることを生業と
する犯罪組織が数週間前、５箇所の建物に放火する目
的で、ウィンストン・クリーシーという名の放火犯罪
のプロフェッショナルを雇った。クリーシーはすでに、
これらの仕事のうち最初の３つを完遂した ― オーナー
がみかじめ料を払うことを断ったドライクリーニング
店と、組織への貸付金支払いが期限切れになった２件
の民家である。放火犯人であるクリーシーは、ほとん
ど証拠を残さない非常な有能さをもち、警察はこれま
で彼と放火とを結びつけることができないまま、彼は
支障なく３つの仕事すべてを実行した。

チーム・ブラボー：
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だがクリーシーは、悪い方向に精神を病んだ者でも
ある。３番目の仕事において、彼は意図的に、中年の地
方議員が住居の寝室から逃げられないように家屋へ火を
放った。クリーシーはその様子を安全な場所で興奮しな
がら観察し、議員が大火に気付いた時には手遅れで、そ
の地方議員は焼死した。

この完全なる悪の行為が不可思議な影からの反応を
引き起こし、その結果として犠牲者の執念深い心 ( スピ
リット ) は、チャード・ワンを召喚するという形でこの
世に引きとめられた。復讐の欲求につき動かされて、現
在チャード・ワンはクリーシーを、犯した犯罪に対する
罰として生きたまま燃やそうと探している。出現したと
きから、そのクリーチャーの " 燃える接触 " は可燃性の
物品を燃やしてしまい、執念深くクリーシーを追跡する
際に通過したいくつかの建物と家に火をつけた。

原因不明のこの第二の火事の連鎖は、放火事件の捜査
員を悩ませている。

こん跡は放火の証拠を示すことなく、火事の火元と判
明している場所において、なぜ火が起きたのか論理的な
説明がつかない。 ― 大抵の場合、それは壁の上部なの
である。

一方、クリーシーは自分が探し回られている当人であ
ると気がついていた。彼はチャード・ワンと、自分の最
後の放火犯罪の因果関係を理解していないけれども、あ
る超自然の炎を上げて燃えるクリーチャーが、必殺の意
思によって彼のことを追跡していることは知っている。
彼は、チャード・ワンから数回、どうにかして免れたけ
れども、近いうちに、明かに捕まえられてしまう時がく
ると気づいている。

クリーシーはそのクリーチャーの追跡から完全に逃れ
るため、この都市を去るつもりであるけれども、彼はま
だ、雇い主のために契約を履行しなくてはならない。彼
の最も最近の目標は食料雑貨店であったけれども、彼が
敷地を把握しようとしている間に、チャード・ワンがク
リーシーに追い付き、可燃物に引火したため、クリーシー
が放火する前に店は全焼した。今、放火犯には、もう１
つだけ仕事が残っている。街の真ん中で化学工場を全焼
させることである。

君のキャンペーンにおけるチーム・ブラボー

「チーム・ブラボー： 憎悪の炎」は、チーム・ブラボー
（奇妙な出来事の調査を処理するために編成された特
別な捜査官の一員）のためにデザインされた２番目
の冒険である。

チーム・ブラボーはまた、法の執行組織の中で働
くために編成された特務局７のサブグループである
かもしれない。通常の職務に加えて、ヒーローは時々
特務局７からアドバイス、資源、および割り当てを
受け取ることができる。上司は、ヒーローたちと特
務局７との関係について、黙っているように頼むか
もしれないし、そうしないかもしれない。

あるいはヒーローたちは、真実を捜して危険な状
況に飛びこむ私立探偵、または超常現象研究家であ
るかもしれない。

調査を実施することにおいて、彼らは法律の下で
決して完全に保護されるわけではない。調査方法が
適切でなければ、警察官ではない登場人物はいずれ
法律を破る必要性にかられるかもしれないのだ。従っ
て彼らは、破壊と侵入、襲撃、および他の不法行為
を行う際のリスクについて、慎重に検討しなければ
ならないだろう。

クリーシーは仕事を終わらせて、奇妙なスピリットが
彼を見つける前に逃げることを望んでいるが、チャード・
ワンは彼の跡を執拗に追っていて、必ず復讐を実らせる
と決めている。それは誰かが、あるいは何かが、その復
讐の過程で燃えてしまうのを気にしていない。

概要
ヒーローは、一連の異常な火事を調査するために上司

によって派遣される。一番最近発生した現場である、燃
え尽きた食料雑貨店に彼らが到着する時には、火はすで
に消えていて、放火調査チームは状況を評価していると
ころである。敷地内の監視カメラからのビデオは２つの
出来事を示す：店に侵入してくるクリーシーと、彼の目
の前の壁に浮かぶ幽霊のような照り映えから、火がつく
こと。

監視カメラの録画の中の人物を調査する過程におい
て、ヒーローたちは、彼がよく知られている放火犯であ
ると絞り込み、彼の次の目標についての情報を得る：化
学工場だ。ヒーローはクリーシーに 20 分ほど遅れて到
着する。ヒーローたちが彼に立ち向かおうとしたちょう
どそのとき、施設に火をつけながらチャード・ワンが出
現し、クリーシーを攻撃する。ヒーローたちはクリー
チャーを破り、施設を救わなければならない。ヒーロー
たちがクリーシーを生きたまま裁判にかけることができ
るならば、ますます結構であるけれども、どちらの方法
でも、彼はもう放火はできないであろう。

導入
GM として君は、プレイヤーと彼らのヒーローたちを

どのように冒険に巻き込むかをよく考えておこう。君が
ヒーローたちに警察機関の中で上役から仕事を与えられ
る形にしないのならば、君は彼らがミッションを請け負
うためのもっともな理由を考えなくてはならない。君は、
それらをキャラクターの興味に合致するよう、必要な形
に修正しよう。あなたの想像力を駆り立てるために以下
の冒険のきっかけを使うことができる。

・クリーシーの犠牲者のうち、遺族の友人、あるいは
親しい人物の１人が、各自の愛する人を殺した火
災を調査するためにヒーローたちを雇う。

・ヒーローは夕暮れ時の街からの帰還の途中、チャー
ド・ワンが起こした二次的な火災を偶然に見る。

・サイオニック能力者が、最近発生する不可解な火
事の背後に怨念があるという主張をする。彼女は、
クリーチャーが見つからず、鎮められないならば、
都市全体が危機にあることを強く主張する。

冒険の開始
この冒険は、彼らがこの任務を受け取った後に、放火

現場 ( 遭遇 A) を調査しているところから始まる。その
次は、彼らがそれらの唯一の手がかり、ウィンストン・
クリーシーを調査するフリーフォームセクション ( 遭遇
B) である。冒険のクライマックスは、クリーシーと、超
自然の追跡者との化学工場 ( チェムライト社を参照 ) を
舞台とする対決である。

ヒーローが法を執行する立場の捜査員ではないなら、
たとえ君が、冒険の中に彼らを入れるためにどのような
きっかけを使っても、それに以下の情報を付随させるこ
と。さもなければヒーローの上司である、優れた副官で
あるミリアム・ダースによってセッションを開始し、新
しい任務のために彼女のオフィスの中に彼らを呼ぶ。彼
らが到着したら、以下をそのまま読むか、適切に言い替
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えること。

君たちそれぞれに、ぶっきらぼうなうなずきを与
え合うのに十分なほど長い間、目の前のテーブルに
広げられた文書に目を通してから、ダース副官は目
を上げた。

「座って」と彼女は言った。
「私はあなたたちのために、新しい任務を携えて

いるわ」
すでに君たちは気づいているかもしれないが、こ

の数週間のあいだに、街中で一続きの原因不明の火
事があった。それらは、とても迅速に消火されたも
のの、最初の３件は、教科書的に典型的な放火事件
のようであった。しかしそれ以来、10 件の火事が起
こっていて、こちらの場合はずっと奇妙であった。
放火の証拠が現場のどこでも発見されておらず、サ
イモン・ビロックス率いる放火調査班は、各例にお
いて火元で同じ異常なパターンを識別した。

「調査班は、現場の状況は前例がないと言ってい
るし、異常な犯罪について経験がある調査班の出動
を要請しているわ。それがあなたたちよ。彼らは現
在、最も最近の火災現場に出動しているわ。；火は昨
晩、食料雑貨店の内部を焼き尽くしたの。早速出動
して現場の調査班に合流して。あなたたちが何か見
つけ出すことができるかどうか、見てきて頂戴。」

ダース副官は、ヒーローたちのどのような質問にでも
できる限り答えるが、彼女は放火については基本的な情
報を知っているだけで、放火調査班がそれほど異常であ
ると確信する点について、詳細な情報は与えることがで
きない。彼女は、ヒーローたちが、それについてビロッ
クスに会う必要があるだろうと言う。

君が、用意ができたら、下の ” 遭遇 A” に進むこと。

A. 食料雑貨店
ヒーローたちは、商業地区で建物の内部を完全に焼

き尽くした火事の現場に到着する。放火調査班のマー
クが付けられた何台かのパトカーやバンとともに、１
台の消防車だけが残っている。火は数時間前にすでに
消えていて、放火調査班のサイモン・ビロックス主任
と彼のチームは仕事に懸命である。

ヒーローが公の資格を持って現場に到着したのなら
ば、以下を読むか、言い替えること。でなければ、現
場の捜査員は彼らを追い払う。ビロックスは、どのよ
うな情報でも漏らすことを断るが、〈聞き耳〉判定に
成功すれば、ビロックスが他の誰かに話をしているの
を耳にすることをができ、以下の中から大まかな情報
を入手できる。

まだドアに掛かっている掲示によると、君たちの
前の炭と化した建物の残骸は、かつては小さな食料
雑貨店だったようだ。火は消えているけれども、黒
ずんだ梁と石材からは水がしたたっており、建物は
いまだ煙をあげている。

君たちを迎えるために、ある人物が進み出る。挨
拶しながら彼は手を差し出して「サイモン・ビロッ
クス、この放火調査班の責任者だ。」と言う。

「あなたがたは、特別捜査員なのか？」

ヒーローが捜査員であると主張すると、ビロックスは
ヒーローの身元を確認し、合点が行くと次の通りに続け
る。

ビロックスは頭を振って、「はっきり言って、キ
ツネにつままれた気分だよ。」と呟いた。「私は 30

年も火災の調査を専門にしているが、一度もこんな
状況を見たことがない。実を言えば途方に暮れて、
この状況を助けてくれる誰かがいないかと、ダース
副官を頼ったんだ。

火元は、まるで壁の内面のように思われる。大き
な火元が、背後から建物を通り抜けて、行進したか
のように、となりの壁から火元がまっすぐに並んで
いる。

そして、私達はどこにも火元になる物の、いかな
るこん跡も見つけられなかった。見に来てくれ。」

そう言って、ビロックスが建物に近づいていくと、
彼のアシスタントのひとりが近づいてきた。「主任、
奥の部屋でセキュリティテープを発見しました」と
アシスタントは言う。

「テープが火や水によって損われていないなら、
捜査のヒントになる何かがそこにあるはずだ」ビロッ
クスは君たちにうなずく。「一緒にそれを見たほうが
よいだろう。来てくれ」

アシスタントはビロックスとヒーローたちを、燃えた
店の奥の部屋の残骸に案内する。そこでは放火調査班の
別のメンバーと警察官たちが、モニターにテープを再生
して、火災のいくつかの被害について見ている。テープ
に午前２時と記録されたポイントで、一人の男が正面玄
関に接近し、鍵をピッキングし始める。彼は中に入った
後、こそこそとした様子で店の中を移動する。細い光を
頼りにして、彼は特別な注意を払い、彼が運ぶ小さなノー
トになにか少しばかり書き込む。突然、彼は汗をかきだ
してまわりを見、そして、急いで立ち去る。

その数分後、人型の炎のイメージが部屋の壁に浮かび、
そのクリーチャーが入ってくると火が爆発する。その人
型はクリーシーが出て行ったドアを目指して部屋を横切
り、その途中で家具に火をつけた。それはドアに達する
と部屋を出ていくときに、そこをまた燃やした。

ビデオテープの記録の一部のフレームは、侵入者の姿
をばっちり映している。〈知識：ストリートワイズ〉の
判定（難易度 15）に成功すれば、彼がウィンストン・
クリーシーで、この周辺を仕切っているマフィアとのつ
ながりを持つ、放火のプロであることを確認できる。

ヒーローたちが、現場を調べ終わったら、遭遇 B に
進むこと。

B. 放火魔を狩る
テープははっきりと、クリーシーが放火していない

ことを示しているが、他の手がかりがない中では、彼
はヒーローたちの調査のための明らかな出発点であ
る。彼らが、テープからクリーシーを確認することに
失敗していたとしても、彼らはテープを警察に持って
来ることができて、そこで、他の捜査員が１時間以内
に人物を特定することができる。

この時点で、キャラクターたちはクリーシーにつ
いてより多くを見つけ出す手段がいくつかあり、GM
である君はどれでも使うことができる。最も明白な選
択肢は、食料雑貨店のオーナー（いささか恐慌状態に
ある太った中年男性）に話を聞き、彼の裏社会の接点
について聞き出すことで背後にマフィアの存在を知る
か、地元の図書館で過去の放火事件についての調査を
実施することであろう。

どこで、そしてどのように彼らがそれらの調査を実
施するかにより様々だが、彼らは、適切な質問をし、
与えられた難易度の〈情報収集〉で成功するか、〈威嚇〉
または〈知識：ストリートワイズ〉に成功することに
よって、以下の情報の断片を見つけ出すことができる。

・難易度 15：マフィアはクリーシーを、雑貨店オー
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ナーの支払い不足の罰として、いくつかの建物を
破壊する契約で雇った。

・難易度 15：食料雑貨店はクリーシーの放火目標リ
ストの中にあった。

・難易度 18：クリーシーはひとつを除いて、すべて
の目標に放火した：チェムライトと呼ばれる企業
の化学工場を別として。その化学工場が建ってい
るのは、工業地帯の中心部である。

・難易度 12：クリーシーを見つけるのは困難だ。彼
は２、３週間前から、イライラしているのか、全
く誰にも会わないらしい。彼は完全に潜伏状態に
はいっているので、誰も彼の居場所を知らない。

クリーシーは現在、街のより貧しい側にある安ホ
テルの客室で隠れてじっとしている。彼が動く時だけ
チャード・ワンは彼を見つけることができるようで、
以来、彼が仕事のためにそうしなければならない時だ
け、彼は外出すると決めている。

ハンター
毎日、チャード・ワンは “ 殺人者追跡 ” 能力（詳細は

後述のデータ参照）を用いる。もし収穫がなかったのな
ら、再び試みることができるようになるまで、排水溝か、
または不燃性の隠れ家に潜む。キャラクターが、クリー
シーの最終的な目標を確定するのに長い時間がかかるな
らば、GM である君はチャード・ワンにクリーシーを二、
三回、発見させ、より神秘的な炎をもたらし火災を発生
させることで、新しい隠れ場所へクリーシーを誘導する。
さもなければ、チャード・ワンは化学工場での最終的な
対決まで彼を見つけられない。

ヒーローがクリーシーの最後の目標を確定したその日
の夜、彼はついに化学工場へと仕事をしにでかける。彼
は暗くなるまで隠れていて、そして工場へ向かう。シナ
リオを続けるために、チェムライト社にすすむこと。

チェムライト社
クリーシーの最終的な目標は、町の中心に広がる工

業地帯に建っている化学工場である。チェムライト社に
よって所有されていて、工場は工業向け、商業向けの
顧客への販売のためにさまざまな化学薬品を生産してい
る。会社のオーナーは、闇社会の庇護のために、かなり
の金額をマフィアに借りていたが、工場で汚染を減少さ
せる設備を更新する政府命令に従う費用のため、マフィ
アへの支払いがひどく遅れてしまった。マフィアは、罰
としてそれらの建物を焼失させてやろうと、クリーシー
を雇ったのだ。

クリーシーは、ヒーローより約 20 分前、日暮れになっ
たころに工場に着く。（ヒーローたちの追跡がことのほ
かスムーズに進んで、クリーシーにあまりにも肉薄して
いるようなら、ここでちょっとした邪魔をし、クリーシー
が 20 分先行できるように調節しておこう）彼は広い駐
車場内でも外側に駐車していて、彼の車は唯一の証拠に
なるものである。

ヒーローが到着する時に、建物の中にあるライトは消
えていて、中の誰にとっても 9/10 遮蔽 (40%の失敗確率 )
となる。各部屋には通常、２つのライトのスイッチが戸
口の近くに位置している。

煙や火と消化器
この冒険にはたびたび火災シーンが登場し、煙、火、

および消火器など、PC は常に炎の危険にさらされてい
る。出会うかもしれない火および煙のダメージのための
ルールを、『d20 モダン』から引用したものが下である。

煙：濃い煙を呼吸しているキャラクターは、毎ラウ
ンドに【耐久力】判定（難易度 10 から始まり、追加１
回毎に難易度が＋１する）を行わなければならず、失敗
すると、そのラウンドは息が詰まって咳きこむだけで終
わってしまう。２ラウンド連続して息の詰まったキャラ
クターは、1d6 ヒット・ポイントのダメージを受ける。
煙は視界を妨げ、内部にいるクリーチャーに 1/2 隠蔽
(20%の失敗確率 ) を与える。

着火：裸火にさらされたヒーローの、衣服、頭髪、ま
たは装備に火が燃え移ることがあるかもしれない。火
が燃え移る危険を負ったヒーローは反応セーブ ( 難易度
15) を行い、この運命を回避することができる。もしも
衣服や頭髪に着火すれば、ヒーローはただちに 1d6 ヒッ
ト・ポイントを失う。火が燃え移ったヒーローはそのあ
と、ラウンド毎に反応セーブを行わなくてはならない。
失敗すれば、そのラウンドでさらに 1d6 ポイントのダ
メージを受ける。成功すれば、火はおさまったとみなさ
れる。( つまり、一度のセーヴィングスローに成功したら、
鎮火したことになる。)

体に火がついたヒーローが十分な量の水に飛び込んで
体を浸せば、自然に火は消える。水域がすぐ近くにない
場合は、地面の上で転がったり、毛布を被せることで、
＋４ボーナスを得てもう一度反応セーブを行うことがで
きる。

消火器：『d20 モダン』に掲載された消火器 ( 硬度 5、
hp3）は、一般家庭で見られる CO2 バージョンである。
それは、移動アクションとして 10 × 10 フィートの効
果範囲内の炎を消化できる量の化学薬品を放出する。消
火器には２回使用できる分量の消火剤が入っている。消
化器を破壊するに十分な [ 火 ] か [ 衝撃 ] ダメージを受
けると爆発を起こす。それは半径５フィートの範囲内に
いるクリーチャーに 1d3 ポイントの [ 冷気 ] ダメージを
与え、中身の消化剤が 10 × 10 フィートの範囲に広がる。

スプリンクラー（散水装置）： スプリンクラーは、熱
または炎によって作動する。スプリンクラーを備えた建
物において、十分に大きな火（少なくとも５×５フィー
トのエリアを占める物体）が３ラウンド続けて燃えるな
らば、システムが作動して水のシャワーを降らせる。

水は炎を抑制し、現在の範囲を越えて延焼するのを妨
げる。火は毎ラウンドに 20%の可能性で、５×５フィー
トに縮小する。火が上がっていて、水の吹きかけられ
ているエリアの中にいるキャラクターは誰でも、火が消
えるかどうかの反応セーブの判定に＋４のボーナスを得
る。

チャード・ワンは、スプリンクラーからのダメージを
全く受けず、消火されない。

1. 待合所
チェムライトの工場の正面玄関は、通常はロックされ

ている。しかしクリーシーは、入るためにすでに鍵をあ
けた。部屋の天井の角に設置された隠れたビデオカメラ
(〈装置無力化〉難易度 15、〈捜索〉難易度 20) は、正
面ドアと待合所全体を走査することができる。カメラか
らのワイヤは隣のオフィスのドアへ伸びている。

彼は仕事を済ませ、そして逃げるために急いでおり、
監視カメラを探し、カメラを使用不可にするという普段
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なら行う作業を怠った。

2. オフィス
工場の部屋は、３つのオフィス設備一式（それぞれ低

いパーティション、机、コンピュータ、椅子、および典
型的なオフィス用品を含んでいる）を収容する。これら
の部屋のドアのどれもロックはされていない。各オフィ
ス設備は、建物の正面に向いた窓が備わっている。待合
所（エリア１）隣のオフィス設備はまた、監視カメラか
らの画像を録画するビデオデッキを含んでいる。

ヒーローの到着の、少なくとも 20 分前までテープを
巻き戻し、それを見るのであれば誰でも、誰かが鍵をあ
けて工場に入るのを見る。彼は重そうなバックパックを

運び、密かにまわりを見る。彼の表情は、恐怖と目的へ
の厳格さの組み合わせに満ちている。以前にクリーシー
に会ったか、前の放火現場またはビデオにおいてクリー
シーを見たことがある人なら誰でも、このテープに映っ
た人物を彼だと確認することができる。

3. 廊下
キャラクターが廊下に入る時に、声を出して以下を読

むか、言い替えること。

廊下は、待合所とオフィスを結んでいる。
建物内の照明は消えているので、君たちがどこに

行くかを知るのは容易ではない。
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廊下に入る最初のヒーローには、金属がこすり合う音
（〈聞き耳〉判定不要）が聞こえる。この音は、工場フロ
ア（エリア 4）から聞こえている。

キャラクターが廊下の端に到着すると、人の声が聞こ
えるようになる（〈聞き耳〉判定不要）。声を出して以下
を読むか、言い替えること。

男の声が、工場に反響して暗闇を貫いた。
「そこにいるのは誰だ !?」うろたえた声で彼は叫

んだ。
( 訳注：GM は、「君たちに気づいて言ったのではない

ようだ。」と補足すると良い。プレイヤーたちが、自分
たちが気付かれたと考えて行動することは、以下につづ
く説明の意味がなくなる恐れがある。)

クリーシーは、実際は何も耳にしていないのだが、彼
を追跡するクリーチャーに対する恐怖はとても大きいた
め、なにもない所で、彼にはなにか聞こえた気がしたの
である。

4. 工場フロア
このエリアは生産工場の主要部分である。専門的な処

理機器と化学薬品タンク ( 各々に硬度５、hp10) が、壁
に沿って立っている。攻撃が、機器を破壊するのに十分
な [ 衝撃 ] ダメージを与えるならば、タンクの内容物は
フロアに流れ出し、10 × 10 フィートの範囲に広がる。
この範囲内にいる全員が 2d6 ポイントの酸によるダメー
ジを受ける（反射セーブで難易度 15 の成功で半減）。失
敗したものは、頑健セーブ ( 難易度 15）に成功しない
限り、煤煙により “ 吐き気がする状態 ” になる。

マップに示されるように、消火器はあちこちの壁に掛
かっている。消火器を取り外し、用意することは、移動
相当アクションを必要とする。

工場の奥に、搬入口に設置されている大型で巻き上げ
式の金属製ドア ( 硬度 5、hp20）がある。そのそばの壁
にあるボタンを押すことによって開閉できる。ドアは、
完全に開ききるまでに２ラウンド、誰かが這って外へ出
るのに十分なだけ上がるのに、１ラウンドかかる。

工場フロアの約 20 フィート上に、工員がタンクを監
視し、視覚的に工場操業を監視することを可能にするた
めに据え付けられた金属製のキャットウォーク ( 作業用
通路 ) がある。このキャットウォークは、四方の壁に沿っ
て走り、そしてセンターにもまたがっている。キャット
ウォークの上には、興味深いものは何もない。

化学工場のフロアは暗い。暗闇においても、君は
さまざまな製造機械と配管を判別することができる。
工場フロアの上には金属製のキャットウォークがぶ
ら下がっている。空気は化学物質の煤煙による刺激
的なにおいが満ちている。

ヒーローが到着する時には、まだクリーシーはこの部
屋にいる。彼は、建物に火災を起こすのに必要な可燃物
と仕掛けを設置し終わったばかりで、すでにリモートの
雷管（発火装置）は装着した。彼はキャラクターたちが
接近するのを聞くと、フォークリフトの後ろに隠れる（そ
れは 1/2 遮蔽を提供する）。

ヒーローが、自身を警察官だと言うか、工場フロアに
入ってから 10 フィート以上を移動するなら、クリーシー
は叫びながらヒーロー達を銃撃する。

「でていけ！」とその人物は、発砲した上で大声で言う。
「お前たちにはつかまらないぞ！あれにだってつかま

らないからなっ！あれを何とかしなくちゃ、おれたちを

燃やしつくしちまうんだろ !?」

クリーシーを説得するどのような努力も無駄である。
チャード・ワンに追跡されていることと、放火の現場を
押さえられたことで、彼は途方に暮れている。彼はチャー
ド・ワンとキャラクターたちの両方から逃げるために必
死である。

クリーシーが発砲した１ラウンド後に、各ヒーローに
【判断力】判定 ( 難易度 15) を実施させる。成功したら、
キャラクターは部屋が暖かくなって、居心地が悪くなっ
てくることに気づく。

戦闘の第３ラウンドの後 ( または、最初にクリーシー
のヒット・ポイントが半分に落ちたとき ) に、工場の後
ろの壁を通って、それに着火しながらチャード・ワンが
浮かび上がり、出現する。チャード・ワンの最初の順番
が来たら、クリーシーは恐慌に襲われて、リモートの雷
管を作動させ、彼が工場の中にセットした爆発物を爆発
させてしまう。マップ上で示された場所で火が噴き出る。
ラウンドごとに、GM が選択する隣接したスクェア１つ
に火は広がって、延焼していく。

チャード・ワンはクリーシーを攻撃するために的確に
動く。その主要な目標 ( クリーシー ) が死ぬか、逃げて
しまって初めて、キャラクター達に注意を向ける。チャー
ド・ワンは破壊されるまで戦う。

ウィンストン・クリーシー ( スマート・ヒーロー２/ ファ
スト・ヒーロー２)：
脅威度 ４; 中型サイズの人間；HD 2d8+2 + 2d6+2；hp 
24; 限界 13；イニシアチブ ＋３；移動速度 30 フィート；
防御力 20、接触 18、たちすくみ 17( ＋３の【敏】、＋
５クラス、＋２ライト・アンダーカバー・シャツ )；基
本攻撃ボーナス ＋２；組みつき ＋２；攻撃 ＋２近接 (1d3
非致傷ダメージ、素手攻撃 )；全力攻撃＋２近接 ( 非致
傷ダメージ 1d3、素手攻撃 ) または＋５個の遠隔 (2d8、
デザートイーグル )；接触面 ５×５フィート；間合い ５
フィート；忠誠 混沌、悪；セーブ 頑健＋１、反応＋５、
意志＋３；AP 0; 名声 ＋１；【筋】10、【敏】16、【耐】
13、【知】14、【判】12、【魅】11。
職種：犯罪者 ( クラス技能：〈装置無力化〉、〈隠れ身〉)。
技能：〈製作：化学〉+9、〈製作：電子〉+7、〈製作：機
械〉+5、〈製作：構造物〉+9、〈爆破〉+12、〈装置無力化〉
+11、〈運転〉+5、〈隠れ身〉+8、〈知識：自然科学〉+7、

〈知識：ストリートワイズ〉+5、〈聞き耳〉+3、〈忍び足〉
+9、〈職能〉+6、〈英語の読み書き〉、〈捜索〉+7、〈英語
会話〉、〈視認〉+4。
特技： 《アーマー習熟：軽装》、《築造》、《用心深さ》、《個
人用小火器習熟》、《近距離射撃》、《単純武器習熟》。
才能 ( ファスト・ヒーロー )：身かわし。
才能 ( スマート・ヒーロー )：学識豊富 (〈爆破〉)。
所持品：ライト・アンダーカバー・シャツ、デザートイー
グル (.50AE オートローダ )、予備弾装×２、爆薬キット、
ガスマスク、バックパック、リモートの雷管（発火装置）。

チャード・ワン
チャード・ワンは、地獄から上がる炎でできている。

それは不注意にしろ故意にしろ、生きたまま焼かれた人
の、執念深く安眠できない魂である。チャード・ワンは、
生き物を燃やすためだけに存在し、その死に責任を持つ
者に復讐をもたらす。その知性は、周囲のすべてを燃や
してしまおうとする異常な衝動と野生の狡猾さに豹変し
ている。

チャード・ワンは、燃えてしまったかのような黒い
男の姿に似ている。その目は、憎悪と悪意を持って赤く
輝いている。その固まった外観を持つにもかかわらず、
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チャード・ワンは物質的な姿を全然持ってはおらず、固
体を透過することができる。それは、かすかに光を発し
ていて、望んだ可燃物に着火するほか、それが触れるも
のを何でも燃やす。

チャード・ワンは、生前に知っていた言語を１つ話す。
その声は炎のようにパチパチと聞こえる。

種族特性
[ 火 ] の副種別 ( 変則 )： チャード・ワンは火の属性のダ

メージに完全耐性がある。セーブに成功した場合を除
いて、[ 冷気 ] によるダメージは２倍になる。通常の
ダメージはそのまま受ける。

熱気 ( 超常 )： チャード・ワンに触れたり、チャード・
ワンに触られたりしただけでも、2d10 ポイントの
[ 火 ] ダメージを受ける。この熱は、魔法的ではない
通常の武器を溶かすのに十分であるけれども、この
効果を受けた魔法の武器は、頑健セーブ ( 難易度 15）
をおこなうことができる。衣類、木材、または紙など
の可燃性のアイテムは、チャード・ワンに触れられる
ことで、自動的に着火される。( 着火、「d20 モダン」 
P.191 を参照 )

非実態 ( 超常 )：チャード・ワンは物質的な身体をまっ
たく持っていない。そのため、物理的なダメージによ
る攻撃は、50%の可能性で無視される。他の実体がな
いクリーチャーか、＋１以上の魔法の武器、または魔
法によってのみ傷つけることができる（キャラクター
が魔法のアイテムをまったく持っていないならば、君
は、このルールを採用しないことにしてもよい。)

この状態で、チャード・ワンは思いのままに固体
を通過することができて、自身の攻撃はアーマーを突
き抜ける。チャード・ワンは完全に音を立てずに移動
し、全く聞きとられることがない。

殺人者追跡 ( 超常 )：チャード・ワンが放火かまたは火
の不注意な使用が原因で作成されたならば、それは犯
人を追い詰める能力を得る。この能力は、５レベルの
アコライトが使用したロケート・オブジェクトの呪文
と同様であるけれども、クリーチャーは、その死につ
いて責任がある人物を突き止めることだけができる。
１日あたり１回、チャード・ワンはこの能力を使うこ
とができる。

アンデッド： チャード・ワンは、毒、睡眠、麻痺、朦
朧化、病気、死霊術の効果、および［精神作用］効果
に完全耐性を持つ。物体に効果を及ぼすのことのない、
頑健セーブを要求するなにかしらの効果の影響は受け
ない。またクリティカル・ヒット、非致傷ダメージ、
能力値ダメージ、能力値減少、エナジー・ドレイン、
大規模ダメージの効果の対象とならない。負のエネル
ギー (インフリクト・ライト・ウーンズの呪文等）は、
チャード・ワンを癒すことができる。ヒットポイント
が０になるか下回ると、チャード・ワンは直ちに破壊
される。チャード・ワンは死から蘇ることができない。

チャード・ワン ( 炎で死し者 )：
脅威度 ３; 中型サイズのアンデッド；HD 5d12;hp 32; 限
界 －；イニシアチブ ＋１；移動速度 飛行 30 フィート；
防御力 12、接触 12、たちすくみ 11( ＋１の【敏】、＋
１反発ボーナス )；基本攻撃ボーナス ＋２；組みつき －；
攻撃 ＋４近接 (2d10[ 火 ]、非実体の接触 )；全力攻撃 ＋
４近接 (2d10[ 火 ]、非実体の接触 )；接触面５×５フィー
ト；間合い 5 フィート； 非実体の [ 火 ] の副種別、熱気、
殺人者追跡、アンデッド；忠誠 混沌、悪；セーブ 頑健
＋１、反応＋２、意志＋７；AP 0; 名声＋０；【筋】－、【敏】
13、【耐】－、【知】6、【判】17、【魅】13。

技能：〈威圧〉+6、〈隠れ身〉+6、〈聞き耳〉+11、〈視
認〉+11、読み／書き言語 ( どのようなものでも )、〈言

語の会話〉( どのようなものでも )。
特技： 《武器熟練》( 非実体の接触 )。
強大化： ６－ 10 HD( 中型 )； 11 － 15 HD( 大型 )。

結末
キャラクターたちが生きているクリーシーを捕らえる

ことができる可能性は、わずかだがある。彼は質問され
れば、彼の犯罪組織との繋がりについてと、打ち合わせ
が行われた場所の名前を明かして、彼を雇った犯罪組織
について知っているすべてを話す。奇妙な魂に街中を追
跡されたことについて、彼はまたわめく。

ヒーローが工場の中で、どうにかして火事を鎮火した
ら、チェムライト社のオーナーは非常に感謝して、＋８
の財力ボーナスに相当する報酬を彼らに提供する。ヒー
ローたちが工場を焼失させてしまった場合、その行動を
彼らの上司にだけでなく、非常に怒り、混乱している工
場のオーナーにも説明しなければならないだろう。

ヒーローたちが、工場の中でチャード・ワンを倒せな
かった場合、チャード・ワンは（彼がまだ生きているな
らば）ウィンストン・クリーシーを探し回り続け、独房
にいるクリーシーに対してヒーローたちが保護処置を取
らない限り、彼を探し出して殺害する。この出来事は警
察署を全焼させてしまう。もしクリーシーが死んでいた
ら、チャード・ワンは単になにかを燃やす衝動に沿って
行動を続け、近くの建物に可燃物を探して浮遊し、火を
放ち続ける。止められるまで毎日この活動を続ける。

さらなる冒険
キャラクターたちが生きているクリーシーを捕らえた

ならば、彼はヒーローたちに犯罪集団についての重要な
情報を与える（それは、組織を倒すようにデザインされ
た冒険へ、キャラクターを駆り立てることができるだろ
う）。

追加のチャード・ワンを、今後の冒険のためのスター
トとすることもできる。結局、このシナリオを通してク
リーシーを追ったクリーチャーは、何年もの間に焼死し
た、クリーシーの多くの犠牲者のほんの１人であった。
おそらく、さらなるチャード・ワンが彼の最も最近の放
火騒ぎの際に出現し、移動の際に火災を起こしながら、
クリーシーを探し始めているのだ。
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